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「習志野市 障害児通所支援事業所インフォメーション」について
この冊子は、市内の障害児通所支援事業所より、それ
ぞれの事業所の概要や特徴についてご提出いただき、
習志野市役所障がい福祉課でまとめたものです。

児童発達支援①

R1.6.1

現在

事業所名称

おもちゃ箱キッズみもみ園
所在地

電話番号

FAX 番号

〒275-0002 実籾 1-2-12 5 階

047-455-8155

047-455-8156

支援のねらい・特徴
集団生活の中で遊びを通して、学習意欲の向上、身辺自立、コミュニケーション能力を身
に付け、子どものやる気、自主性・能動性を引き出し、学びとなる遊びを提供します。遊
びから学ぶ様々なスキル・新しい可能性の幅を広げる。
具体的な活動
集団遊び、手指機能訓練、運動遊び、季節の制作、プリント学習等。
また、イベント時には、公共交通機関や、車を利用し、公園や、プールなどの外出も積極
的に行っています。3 ヶ月に一度保護者会の開催も行っています。
利用できる曜日・時間

送迎の有無

法定の利用者負担以外の実費

平日の月～金（祝日・年始年 バスの送迎あり、バスのスポ おやつ代一回
末を除く。）
10：00～16：00

100 円

ットでの送迎をお願いして イベント・制作費 実費
います。
入園費 10,000 円

事業所名称

幼児教室

ぷりずむ

所在地

電話番号

FAX 番号

〒275-0011 大久保 2-7-6

047-407-3551

047-407-3552

支援のねらい・特徴
1 歳半から小学校入学前までの発達障がいまたはその疑いのあるお子様を対象とし、一人
ひとりの発達段階や特性に合わせた療育を行っています。
具体的な活動
個別療育、集団療育、音と色の療育（音楽とアート）の３つの療育を行っています。
週 1 回から 3 回のご利用が可能です。
毎週木曜午前は未就学児ならどなたでも無料で参加できる「こどものひろば」を開催して
います。その他、子育て相談、座談会、音楽イベント等様々な楽しい行事を行っています。
利用できる曜日・時間

送迎の有無

法定の利用者負担以外の実費

火～土

なし

なし

9:00～17:00

1

児童発達支援②

R1.6.1

現在

事業所名称

児童発達支援クラップジュニア
所在地

電話番号

FAX 番号

〒275-0012 本大久保 3-11-15 １階

047-411-9077

047-409-2171

支援のねらい・特徴
集団と個別を選べて本人のペースに合わせて楽しくまなびにふれる事できるように支援
していきます。就学も見据えてルールやマナーはもちろんですが、手先を使う練習や数字
や英語にふれられる機会をつくってアットホームな環境で支援していきます。
現場では保育士・支援計画作る際は弊社の特別支援教育士とも連携していきます。
具体的な活動
個別（午前）２０〜６０分で児童が飽きずに取り組める時間設定
集団（午後）１４時〜１６時まで コミュニケーション・思いやりを育ててきます
内容：ねんど・数字を使った活動・文字（英語も含む）を使った活動・絵本の読み聞かせ
等
利用できる曜日・時間

送迎の有無

法定の利用者負担以外の実費

月〜金

集団のみ有り

特になし

９時〜１６時

要相談

イベント等の費用は実費

事業所名称

放課後等デイサービス

まりも大久保

所在地
〒275-0012

本大久保４－１４－１０
グランドパレス大久保 201

電話番号

FAX 番号

047-409-7330

047-409-7330

支援のねらい・特徴
お友達や職員との遊び、学習、お出かけ等を通して「思いやり」、「ルール」、「コミュ
ニケーション」等を学んでいきます。
一人ひとりに合ったペース、方法で日常生活での動作を学んでいきます。
具体的な活動
着替え、排泄、食事など身の回りのことが出来るよう一人ひとりに合わせ支援していきま
す。
利用できる曜日・時間

送迎の有無

法定の利用者負担以外の実費

月～金 13：00～16：00

あり

おやつ代

土・休日 10：00～16：30
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１００円

児童発達支援③

R1.6.1

現在

事業所名称

まめの木
所在地

電話番号

FAX 番号

〒275-0013 花咲 1-6-2

047-455-3572

047-455-3572

支援のねらい・特徴
一軒家のアットホームな雰囲気の中で、保育士中心の療育プログラムを行っています。小
集団の中で、ルールやマナーを学んでもらえる支援と関りにも力をいれています。お子様
もスタッフも笑顔あふれる楽しい「まめの木」を目指しています。
具体的な活動
歌や音楽、リズム遊びの他に制作などにも力を入れています。保育士の他に、ダンス講師
や造形講師、作業療法士も入りお子様の可能性を広げられるプログラムを実施しています。
利用できる曜日・時間
送迎の有無
法定の利用者負担以外の実費
月～金
あり
おやつ代（果物）
9：00～13：00（13：30）
お弁当代 ３５０円
その他
身体の不自由なお子様のお預かりもさせて頂いております。安全な環境にも十分配慮させ
ていただきます。また、医療ケアの必要なお子様のご相談もお受け致します。
事業所名称

つむぎ園

まくはり

所在地

電話番号

FAX 番号

〒275-0013 花咲 1-20-38

047-403-5212

047-406-5229

支援のねらい・特徴
つむぎ園 まくはりは、自身が障害児の子育て経験者であったり、成人障がい者施設勤務経験
者、保育士資格などを持ったスタッフが支援いたします。それぞれの子供たちの特性を伸ばし
ながら、明るく楽しい、笑いある環境で感動体験を大切にしながら、親が「させたい事」を子
供自ら「したい事」になる自主性を育む支援を目指しています。
具体的な活動
近くの公園での遊びを通して、体幹、足腰の力、バランス感覚など、成長、発達の基本と
なる身体づくりを意識しています。
また、創作活動の一環として、週一回、みんなでおやつ作りをしています。収穫したジャガ
イモでポテトチップスやジャガイモ餅を作ったり、子供も参加しやすいホットケーキやたこ
焼きを作ったりしています。手先を使ったり、感覚を楽しみながら、「作るおもしろさ」「食
べる喜び」「おいしいね!という周囲との共感」を体験できる取り組みをしています。
保護者交流会を開催しております。
利用できる曜日・時間
送迎の有無
法定の利用者負担以外の実費
月～金 10:00～16:00

あり

おやつ代 100 円、イベント代 随時
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児童発達支援④

R1.6.1

現在

事業所名称

鷺沼台にじっこ
所在地

電話番号

FAX 番号

〒275-0015 鷺沼台 2-19-30

047-404-0050

047-473-0006

支援のねらい・特徴
自立した日常生活を営むために必要な基本的生活習慣を身に着ける。
社会性やコミュニケーション能力の向上を目指して就学につながるような支援をする。
具体的な活動
創作的活動
発声練習
戸外活動
地域交流
利用できる曜日・時間

送迎の有無

法定の利用者負担以外の実費

月～金 降園後～1７:00

あり

管理費

月 1,000 円

事業所名称

放課後等デイサービス

まりも

所在地

電話番号

FAX 番号

〒275-0016 津田沼 1-15-11 相和レジデンス 104 号室 047-409-9860

047-409-9861

支援のねらい・特徴
お友だちとの様々な活動を通してコミュニケーション能力を身に付ける。

具体的な活動
着替え・排泄等身の回りのことをできるよう支援していきます。
また、土曜日や長期休暇はみんなとおでかけをして違う学年のお友だちとも交流していき
ます。
利用できる曜日・時間

送迎の有無

法定の利用者負担以外の実費

平日 13:00～16:00
土曜・長期休暇中 10:00～16:30

あり

おやつ代
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100 円

児童発達支援⑤

R1.6.1

現在

事業所名称

おもちゃ箱つだぬま
所在地

電話番号

FAX 番号

〒275-0016 津田沼 6-4-4 1 階

047-411-4672

047-441-4673

支援のねらい・特徴
おもちゃ箱つだぬまは、遊びを通して子どもたちの自発性を発見し、本来、持っている才
能を引き出す支援を志しています。特別支援学校の教員経験者、保育士資格などを持った
スタッフが支援し、子どもたちの可能性を広げていく療育を行っています。
具体的な活動
〇集団活動（お友達との関わりの中で、コミュニケーション能力などを育みます）
〇外食支援（外食時のマナーやお会計、お店の人への感謝の心などを育みます）
〇創作活動（子どもたちの手指機能訓練、発想力や想像力を育みます）
〇イベント活動（お花見、クリスマス会などの季節行事、夏はプールに出かけます）
利用できる曜日・時間

送迎の有無 法定の利用者負担以外の実費

月～金 11:00～17:00
学校休業日 10:00～16:00

あり

おやつ代一回 100 円
イベント代 随時

その他
放課後等デイサービスと併設のため、学校休業日はサービス提供時間が変わります。
事業所名称

プラスアップ習志野教室
所在地

電話番号

FAX 番号

〒275-0017 藤崎 3-4-5

047-473-9085

047-473-9086

支援のねらい・特徴
「柳澤運動プログラム＋静かな活動＋学習サポート」で脳機能・覚醒度を高め、やる気と
自信を身につける運動療育を取り入れた総合的な発達支援教室です。集団活動を行い、コ
ミュニケーション能力の向上と、集中力継続を目指します。技術の向上だけではなく、児
童を肯定してあげる「運動遊び」を行います。
具体的な活動
①「柳澤運動プログラム」で児童を肯定してあげる「脳を育てる運動遊び」を行います。
②フラッシュカードや本の読み聞かせ、ソーシャルスキルトレーニング等で抑制をし、集
中できる環境を整えます。 ①②を１日１セットとして活動をしております。
利用できる曜日・時間
送迎の有無 法定の利用者負担以外の実費
平日
：14:00～17:30
あり
おやつ代 １００円
土曜・祝日：9:00～11:45
平日は要相談
その他
「楽しく！一緒に！」を理念とし、脳を育てる運動療育を提供しております。フラッシュ
カード等の静的活動を取り入れる事により、集中力の持続時間向上や笑顔とやる気を育て
ます。運動が苦手でも一人一人のレベルに合わせて、楽しみながら運動を提供する専門家
が揃っていますのでご安心ください。
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児童発達支援⑥

R1.6.1

現在

事業所名称

放課後等デイサービス

まりも袖ケ浦

所在地

電話番号

FAX 番号

〒275-0021 袖ケ浦 4-17-2

047-409-0721

047-409-0721

支援のねらい・特徴
お友だちとの関わりの中で「待つ」ことや「思いやり」などを学んだり、個人活動の中で
得意なことを伸ばしていく。
日常動作訓練を行い、着替え、食事、排せつ、移動など一人ひとりの発達段階を考慮し療
育していく。
具体的な活動
創作活動(ぬりえや習字など)、学校課題の支援、ボール遊びや近くの公園へ外出してお散
歩にも出掛けます。
利用できる曜日・時間

送迎の有無 法定の利用者負担以外の実費

月～金 13：00～16：00
土・休日 10：00～16：30
その他

あり

おやつ代 100 円

初回の契約時や年度末の面談の際に、その時々のご要望を確認し、連携を取って支援を行
っていきます。
事業所名称

あじさい療育支援センター
所在地

電話番号

FAX 番号

〒275-0025 秋津 3-4-1

047-451-6767

047-451-6729

支援のねらい・特徴
【療育方針】
・遊びを通して様々な経験を積み重ね、「遊び」から学ぶ活動の実践に取り組み、児童一
人ひとりの成長発達を促す療育を実施する。
・児童一人ひとりの状況・状態に応じた療育を実施する。
・日常生活における基本的な動作や生活習慣を身につけ、集団生活への適応性を高めていく。
具体的な活動
【療育目標】
楽しい経験を積み重ねながら、生活力を育てます。
（１）健康な身体をつくる。（２）基本的な生活習慣や技能を身につける。
（３）人とかかわる力、コミュニケーションの力を育てる。
・お楽しみ会、運動会、所外活動など、季節の行事。
・個別面談や相談、研修会の実施など、保護者支援。
利用できる曜日・時間
送迎の有無 法定の利用者負担以外の実費
月～金 9:40～14:00（土･日･祝日･年末年始は休所） あり
保険料、給食費
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児童発達支援⑦

R1.6.1

現在

事業所名称

コペルプラス

津田沼教室

所在地

電話番号

FAX 番号

〒275-0026 谷津1-15-3シティパーク津田沼1F 047-407-3203

047-407-3203

支援のねらい・特徴
コペルプラスの療育は、お子さま自身の「学びたい・成長したい」という意欲を最大限に
引き出すことを第一に考えます。「訓練」ではなく「楽しい遊び」であること。「いやで
もがんばる」ではなく「楽しいからやりたい」であること。
そして、お子さまの瞳が輝くような「療育」を通じ、自発的に取り組み、能力を発揮す
るお子さまの姿をサポートします。「できないことに対する訓練」ではなく、できないこ
との背景に存在する課題に焦点をあて「能力を引き出すための療育」を行います。
具体的な活動
・認知プログラム ・音楽・感覚統合
・日常生活動作
・運動療育
・学習支援
・ソーシャルスキルトレーニング
上記のプログラムをコペルの特徴でもある、フラッシュカード等の多くのオリジナル教
材を利用し、お子さまが楽しく意欲的に取り組めるプログラム内容を実施しています。
利用できる曜日・時間

送迎の有無 法定の利用者負担以外の実費

火～土 10：00～18：00

なし
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制作費等

随時

医療型児童発達支援

R1.6.1

現在

事業所名称

あじさい療育支援センター
所在地

電話番号

FAX 番号

〒275-0025 秋津 3-4-1

047-451-6767

047-451-6729

支援のねらい・特徴
【療育方針】
・遊びを通して様々な経験を積み重ね、「遊び」から学ぶ活動の実践に取り組み、児童一
人ひとりの成長発達を促す療育を実施する。
・児童一人ひとりの状況・状態に応じた療育を実施する。
・日常生活における基本的な動作や生活習慣を身につけ、集団生活への適応性を高めていく。
具体的な活動
【療育目標】
楽しい経験を積み重ねながら、生活力を育てます。
（１）健康な身体をつくる。
（２）基本的な生活習慣や技能を身につける。
（３）人とかかわる力、コミュニケーションの力を育てる。
・理学療法指導、作業療法指導
・お楽しみ会、運動会、所外活動など、季節の行事。
・個別面談や相談、研修会の実施など、保護者支援。
利用できる曜日・時間

送迎の有無

法定の利用者負担以外の実費

月～金 9:40～14:00
（土･日･祝日･年末年始は休所）

あり

保険料、給食費
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放課後等デイサービス①

R1.6.1 現在

事業所名称

東習志野にじっこ・鷺沼台にじっこ・袖ケ浦にじっこ
所在地

電話番号

FAX 番号

①東習志野

〒275-0001 東習志野 5-25-7

047-411-8050

047-411-8052

②鷺沼台

〒275-0015 鷺沼台 2-19-30

047-404-0050

047-473-0006

③袖ケ浦

〒275-0021 袖ケ浦 1-29-2-146

047-489-5575

047-489-5559

支援のねらい・特徴
自立した日常生活を営むために必要な訓練を行う
コミュニケーションがとれるよう支援する
具体的な活動
創作的活動、作業活動、清掃活動、発声訓練、絵画指導、和太鼓、ダンス、戸外活動、地
域交流の機会の提供
利用できる曜日・時間

送迎の有無

法定の利用者負担以外の実費

月曜日～金曜日（下校時～18:00）
土曜日・長期休み（9:30～16:00）

あり

管理費

月 1,000 円

事業所名称

プラスアップ・ラボ

実籾教室

所在地

電話番号

FAX 番号

〒275-0002 実籾１－２－１２メディカルビル３Ｆ

047-403-2535

047-403-2536

支援のねらい・特徴
「発達支援学習プログラム」＋「ＰＣスキル」などを両軸として、早期から長所を伸ばす
支援を行い「将来の選択肢を広げる」ことを目的としています。デザイン、ロボット、プ
ログラムの概念やソーシャルスキルトレーニングなど、社会に役立つスキルを身につける
事を目的とした学習は、「情報処理能力」「問題解決力」「表現力」を育み、「生きる力」
を育てていきます。将来へ向けての能力開発教室です。
具体的な活動
① 発達支援学習プログラム or 知能育成プログラムを３０分程度行います。
② 個別支援プログラム・・ＰＣスキルを e-ラーニング（映像）で楽しく学習。その他、専用ブロ
ックを使用したプログラムの概念に繋がる制作活動、デザイン、ロボット、将来へ向けての取組
みとして、ソーシャルスキルトレーニングやビジネスマナーを学び将来の就労を意識した様々な
活動を提供します。 *①②を１日１セットとして活動をしております。
利用できる曜日・時間
送迎の有無 法定の利用者負担以外の実費
平日（放課後～18:30）、土曜日（9:00～ 要相談
おやつ代 １００円
16:00）、長期休暇（9:00～16:00）
その他
対象年齢は９歳以上とさせて頂いております。送迎につきましては、自立支援を目的とし
ているため、出来る限りご家族のお迎えなど、ご協力をお願いしております。
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放課後等デイサービス②

R1.6.1 現在

事業所名称

児童デイサービス

たからばこ

所在地

電話番号

FAX 番号

〒275-0002 実籾 2-35-3

047-473-4334

047-481-8364

支援のねらい・特徴
外出を多く企画し、年齢や発達にあった経験値をあげるきっかけを作ります
「遊びの中から育つもの」を意識し、心と体を大きくします
生活スキルの向上・摂食、歯磨き、身だしなみの整え方を一緒に考えます
具体的な活動
☆土曜日や長期休暇での外出（地域企画のハイキング参加、他団体の演奏会等の参加など）
☆外食支援（土曜日や、早下校の日）
☆長期休暇はヤクルトのお姉さんの訪問（玄関でおやつを選ぶ、買う練習）・黄色いパン屋
さんが事業所庭へ来所（選ぶ、買う練習）。実際の買い物をゆっくり楽しみながら実践。
利用できる曜日・時間
送迎の有無
法定の利用者負担以外の実費
火曜日～土曜日まで
習志野市内のみあり
外出等に関わる実費（カラオ
（通常時 下校時刻～18:00）
ケ代、ボーリング代等）、交
（長期休暇時は 9:00～15:30）
通費
事業所名称

ハッピーテラス実籾教室
所在地

電話番号

FAX 番号

〒275-0002 実籾 5-3-17 1 階 D 号室

047-409-6554

043-332-8710

支援のねらい・特徴
ソーシャルスキルトレーニングに特化した教室です。
生活スキル・学習スキル・身体スキル・社会性スキルを楽しく学びます。
子どもたちに自信をつけさせ、コミュニケーション力をアップさせるためのトレーニングをしております。
具体的な活動
ハッピーテラスのトレーニングは週ごとにテーマが決まっております。（時間・お金・危険察知・
優しい言葉がけ・表情からの気持ちの読み取り・・・等々。）このテーマに沿ったソーシャルス
キルトレーニングを平日は３０分×３回、土・日曜日・祝日・学校休校日は３０分×４回行って
おります。保護者様にはハッピーテラスでの状況を毎月レポート提出しております。その他各種
イベント（初詣やハロウィンなど、季節のイベント・炊き込みご飯やケーキなどを作る料理イベ
ント・その他ドローン操縦イベントやピクニックなど）も定期的行っております。
利用できる曜日・時間
送迎の有無
法定の利用者負担以外の実費
利用日 月曜～日曜日
なし
おやつ・お弁当を持参されない場合には、
（平日 13：30～19：30）
お金を子どもに持たせていただいてOK で
（土曜日・日曜日・祝日・学校休校日
す。スタッフと買い物の練習も兼ねて買い
9：00～17：00）
に行きます。
その他
無料体験会を随時開催しております。お気軽にお問合せ下さいませ。
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放課後等デイサービス③

R1.6.1 現在

事業所名称

クラップ京成大久保駅前校
所在地

電話番号

FAX 番号

〒275-0011 大久保 1-18-9 ライズインハウス 1 階 047-409-2170

047-409-2171

支援のねらい・特徴
個別+グループワークで療育支援をしております。心理検査を本にして一回の利用で、学
習＋交流＋余暇活動を行い。主に学習を通して学び方や学ぶ楽しさを育てていきます。
具体的な活動
学習の学び直しを子供たちが得意な覚え方で改めて行ったり、グループワークで歴史上の
人物や地理を楽しく話しながら学んだり。漢字連想などで、人に伝える力を育てていきま
す。
利用できる曜日・時間

送迎の有無

法定の利用者負担以外の実費

平日

なし

なし

放課後～20：00

長期休暇中 10：00～17：00
その他
通級や支援級等に通われているお子様が勉強が嫌いになる前に一度ご相談ください。
事業所名称

クラップ京成大久保駅前

分校

所在地

電話番号

FAX 番号

〒275-0011 大久保 1-27-3 井沢ビル 1 階 047-409-9603

047-409-2171

支援のねらい・特徴
【中学生・高校生】自分の得意不得意を児童自身の中で明確にしていく支援を行っていき
ます。簡単な PC の使い方等も学んでいきます。京成大久保駅前校でも行っている学習支
援についても合わせて行っていきます。
具体的な活動
PC を使ったタイピング練習・P 検の取得や自分の好き嫌いを明確にしたプロフィールシ
ートの作成。
面接やプレゼン等で自信の思いを伝える練習なども行ってまいります。
利用できる曜日・時間

送迎の有無

法定の利用者負担以外の実費

平日 放課後～20：00
長期休暇中 12：00～20：00

なし

なし
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放課後等デイサービス④

R1.6.1 現在

事業所名称

放課後等デイサービス

まりも大久保

所在地

電話番号

FAX 番号

〒275-0012 本大久保４－１４－１０
グランドパレス大久保 201

047-409-7330

047-409-7330

支援のねらい・特徴
怪我のないよう楽しく、思い切り遊んでもらいます。
学習面や日常生活での苦手な部分を克服できるよう一人一人に合わせ支援していきます。
具体的な活動
土曜日や長期休みは公園等にお出かけをします。
利用できる曜日・時間

送迎の有無

法定の利用者負担以外の実費

平日 放課後～17：30
あり
土曜・長期休暇 10：00～16：30

おやつ代

１００円

事業所名称

まめの木
所在地

電話番号

FAX 番号

〒275-0013 花咲 1-6-2

047-455-3572

047-455-3572

支援のねらい・特徴
一軒家のアットホームな雰囲気の中で、保育士中心の療育プログラムを行っています。身
体の不自由なお子様と活動的なお子様の療育日を分け、お子様に合わせた療育プログラム
と環境づくりも行っています。
具体的な活動
小集団の中で、ルールやマナーを学べる支援や環境作り。また、出来ることを増やして行
けるように、ご家族様や学校と相談しながら、お子様の成長発達を促していけるように支
援いたします。保育士や、作業療法士、ダンス講師、造形講師などが支援にあたり、お子
様の可能性を広げていく療育を実施しています。
利用できる曜日・時間

送迎の有無

法定の利用者負担以外の実費

平日

あり

おやつ代（果物）

放課後～17：30

（長期休暇～16：00）

昼食代

４００円

その他
お子様の特徴に合わせての曜日や療育をお勧めすることがあります。
身体の不自由なお子様のご利用も可能です。医療ケアが必要な場合にはご相談ください。
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放課後等デイサービス⑤

R1.6.1 現在

事業所名称

ミクシード習志野鷺沼
所在地

電話番号

FAX 番号

〒275-0014 鷺沼 4-2-22 サンシティ津田沼 103

047-409-9780

047-409-9790

支援のねらい・特徴
主にＳＳＴ（ソーシャルスキルトレーニング）を主体とした学習を行っています。
具体的な活動
★集団活動や集団遊びを通して「ルールを守る」「順番を守る」「勝ち負けの結果を受け
止める」「仲間と相談や協力する」等の力を身につけます。
★より実践的な学習（ロールプレイ）を通して「コミュニケーション能力」「対人関係の
構築」「他者理解」「適切な自己表現」「感情コントロール」等の力を身につけます。
利用できる曜日・時間

送迎の有無

法定の利用者負担以外の実費

平日 放課後～18：00
長期休暇中 10：00～16：30

あり

昼食代 外食等の希望がある
場合（金額指定はありません）

事業所名称

放課後等デイサービス

まりも

所在地

電話番号

FAX 番号

〒275-0016 津田沼 1-15-11 相和レジデンス 104 号室 047-409-9860

047-409-9861

支援のねらい・特徴
一人一人がのびのびと安全に楽しく過ごせる環境を創ります。
具体的な活動
お友達との関わりを大切にし、様々な経験を通してコミュニケーション能力を高めていき
ます。
挨拶をする・順番を守る・お片付けをする等、ひとりひとりに合った課題を見つけ支援し
ていきます。
利用できる曜日・時間
送迎の有無
平日 放課後～17：30
あり
土曜・長期休暇中 10:00～16：30
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法定の利用者負担以外の実費
おやつ代 100 円

放課後等デイサービス⑥

R1.6.1 現在

事業所名称

おもちゃ箱つだぬま
所在地

電話番号

FAX 番号

〒275-0016 津田沼 6-4-4 1 階

047-411-4672

047-441-4673

支援のねらい・特徴
おもちゃ箱つだぬまは、遊びを通して子どもたちの自発性を発見し、本来、持っている才
能を引き出す支援を志しています。特別支援学校の教員経験者、保育士資格などを持った
スタッフが支援し、子どもたちの可能性を広げていく療育を行っています。
具体的な活動
〇集団活動（お友達との関わりの中で、コミュニケーション能力などを育みます）
〇外食支援（外食時のマナーやお会計、お店の人への感謝の心などを育みます）
〇創作活動（子どもたちの手指機能訓練、発想力や想像力を育みます）
〇イベント活動（お花見、クリスマス会などの季節行事、夏はプールに出かけます）
利用できる曜日・時間

送迎の有無

法定の利用者負担以外の実費

月～金 11:00～17:00
学校休業日 10:00～16:00

あり

おやつ代一回 100 円
イベント代 随時

事業所名称

プラスアップ習志野教室
所在地

電話番号

FAX 番号

〒275-0017 藤崎 3-4-5

047-473-9085

047-473-9086

支援のねらい・特徴
「柳澤運動プログラム＋静かな活動＋学習サポート」で脳機能・覚醒度を高め、やる気と
自信を身につける運動療育を取り入れた総合的な発達支援教室です。集団活動を行い、コ
ミュニケーション能力の向上と、集中力継続を目指します。長期休暇中は、工場見学や科
学館などへ行き社会性を学ぶ活動も積極的に行っております。
具体的な活動
①「柳澤運動プログラム」で児童を肯定してあげる「脳を育てる運動遊び」を行います。
②フラッシュカードや本の読み聞かせ、ソーシャルスキルトレーニング等で抑制をし、集
中できる環境を整えます。
③集団で学校の宿題や、教室から提供するプリントを行う事により集中力を育みます。
＊①～③を１日１セットとして活動をしております。
利用できる曜日・時間
送迎の有無
法定の利用者負担以外の実費
平日 放課後～17:30
あり
おやつ代 １００円
土曜日 9:00～16:00
長期休暇中 9:00～16:00
その他
「楽しく！一緒に！」を理念とし、脳を育てる運動療育を提供しております。運動が苦手でも一
人一人のレベルに合わせて、楽しみながら運動を提供する専門家が揃っていますのでご安心くだ
さい。その他、毎月の季節に合わせた制作活動も行い巧緻性の向上にも取り組んでおります。
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放課後等デイサービス⑦

R1.6.1

現在

事業所名称

こでまり
所在地

電話番号

FAX 番号

〒275-0021 袖ケ浦 3-5-2-112

047-411-6100

047-411-6100

支援のねらい・特徴
日常生活動作、コミュニケーション、社会生活への関わりを中心に療育に取り組んでいます。

具体的な活動
工作活動にて指先等の動作訓練
イベント活動を通じての相手とのコミュニケーション方法の学習
食育活動を通じての、食との触れ合い
外出活動を通じての、社会体験活動を行っています。
利用できる曜日・時間

送迎の有無

法定の利用者負担以外の実費

平日
長期休暇

あり

おやつ代：100 円
昼食代：実費
その他：必要に応じて活動費

放課後～18:00
9:00～16:00

事業所名称

放課後等デイサービス

まりも袖ケ浦

所在地

電話番号

FAX 番号

〒275-0021 袖ケ浦 4-17-2

047-409-0721

047-409-0721

支援のねらい・特徴
お友だちとの関わりの中で「待つ」ことや「思いやり」などを学んだり、個人活動の中で
得意なことを伸ばしていく。
日常動作訓練を行い、着替え、食事、排せつ、移動など一人ひとりの発達段階を考慮し療
育していく。
具体的な活動
創作活動(ぬりえや習字など)、学校課題の支援、ボール遊びや近くの公園へ外出してお散
歩にも出掛けます。
利用できる曜日・時間

送迎の有無

法定の利用者負担以外の実費

通学日 放課後～17：30
学校休校日 10：00～16：30

あり

おやつ代 100 円

その他
初回の契約時や年度末の面談の際に、その時々のご要望を確認し、連携を取って支援を行
っていきます。
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