
放課後等デイサービス事業所ガイド

福山地区
放課後等デイサービス連絡協議会



放課後等デイサービス事業について 

 

 放課後等デイサービスとは  

障がいのある子どもたちの学齢期における支援の充実のためにできた事業です。放課後や 

休業日、長期休暇中においての日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練等の療育の場で 

あるとともに、放課後等の居場所、また、レスパイトケア（１）としての役割を担っています。 

原則として、就学児童（２）が対象となっており、利用料は各ご家庭の所得に応じてお住ま 

いの自治体が上限月額を定めます。利用の上限月額の満たない場合、放課後等デイサービス 

に定められた単位数の 1割が 1回あたりの利用者負担です。また、利用事業所が別途徴収す 

る費用が発生する場合があります。  

（１） レスパイトケア：ご家族に代わり一時的にケアを代替することで、日々の疲れ等をリフレッシュして 

もらう家族支援サービス 

（２） 就学児童：学校教育法に規定する学校（幼稚園、大学を除く）に就学している障がいのある児童 

 

 

 放課後等デイサービスを利用するには  

 放課後等デイサービスを利用するためには、『通所受給者証』が必要です。 

 利用までの流れは次のとおりです。 

 

１ 相談：市の障がい福祉担当課や指定障がい児相談支援事業所に相談。利用予定の通所事 

     業所があれば申請前に見学及び相談をしておいてください。 

    

２ 申請：受給者証の申請は、市の障がい福祉担当課及び支所の担当窓口。サービスの意向 

     調査及び指定事業者の紹介。（申請に必要なもの＝印鑑、療育が必要と判断できる 

もの（例：障がい手帳、医師意見書等） 

    

３ 計画：申請後、障がい児支援利用計画（案）の作成を指定障がい児相談支援事業所に依頼。 

支援利用計画作成のため、相談支援専門員による日常生活や障がいの状況、介助 

者の状況等についての聴き取りがあります。  

    

４ 支給決定（通知）：障がい児支援利用計画や専門機関等の意見書、生活環境、申請者の 

     要望等をもとにサービスの支給量が決定され、『通所受給者証』が交付されます。    

    

５ 事業者との利用契約：サービスを利用する事業者を選び契約   

    

６ サービス利用開始 



地区別事業所一覧とガイドについて 

 

○事業所をお探しの方へ 

・弊連絡協議会の会員事業所を地域ごとに 6 ブロックに分けて一覧にしていま

す。ご利用を希望される地域の事業所をお探しください。 

・一覧の事業所名左のガイド No.が事業所ガイドと連動しています。一覧でおお

よその見当をつけ、詳細は事業所ガイドにてご確認下さい。 

 

○注意事項 

・送迎の有無に関しましては、条件に関わらず送迎を実施している事業所には○

印を表記しています。送迎範囲等の詳細は各事業所にお問い合わせの上ご確

認下さい。 

・記載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承願います。 

・協議会に加盟していない事業所の記載はありません。 



地域別会員事業所一覧 ※2021年4月1日現在

中央1 福山 王子町 ライフ王子 ○ 東部1 福山 青葉台 ミライク ○ 北部1 福山 芦田町 くむくむ -

中央2 福山 北吉津町 「クラ・ゼミ」福山三吉校 - 東部2 福山 伊勢丘 すりぃぱす - 北部2 福山 駅家町 あそＬａｂｏ

中央3 福山 光南町 マイ・ノート - 東部3 福山 伊勢丘 ツクルクル - 北部3 福山 駅家町 まなびのひろば駅家教室 -

中央4 福山 奈良津町 ハーティーラボラトリー ○ 東部4 福山 伊勢丘 まーぶる ○ 北部4 福山 駅家町 じゃんぐる学院 ○

中央5 福山 奈良津町 夢門塾ゆうゆう奈良津 ○ 東部5 福山 春日町 いろは ○ 北部5 福山 駅家町 ひまわりルーム ○

中央6 福山 奈良津町 夢門塾ゆうゆう奈良津２組 ○ 東部6 福山 春日町 寺子屋悟空 - 北部6 福山 駅家町 ぽかぽか ○

中央7 福山 西深津町 「クラ・ゼミ」福山校 - 東部7 福山 春日町 寺子屋三蔵 - 北部7 福山 新市町 夢門塾ゆうゆう新市 ○

中央8 福山 西深津町 ポコアポコ ○ 東部8 福山 大門町 こどもｱｼｽﾄ「ぽの」大門教室 - 北部8 福山 千田町 多機能事業所　アルピナ ○

中央9 福山 西町 ハッピーテラス福山教室 - 東部9 福山 大門町 ゆめの扉 ○ 北部9 福山 千田町 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所　風 ○

中央10 福山 東深津町 にじいろ smile ○ 東部10 福山 大門町 ライフ大門 ○ 北部10 福山 御幸町 じゃんぐる ○

中央11 福山 東深津町 チャイルドアカデミーMIRAIMA ○ 東部11 福山 東手城町 こどもｱｼｽﾄ「ぽの」福山東教室 - 北部11 福山 御幸町 遊 ○

中央12 福山 東深津町 にじいろ ○ 東部12 福山 引野町 おひさまきっず福山引野事業所 ○ 北部12 福山 御幸町 夢門塾ゆうゆう御幸 ○

中央13 福山 久松台 学習ふぁ～すとすてっぷ ○ 東部13 福山 引野町 バババルーン福山引野 ○ 北部13 府中 鵜飼町 きらり ○

中央14 福山 久松台 サニーぷれいす ○ 東部14 福山 引野町 ひとときの家 ○ 北部14 府中 鵜飼町 きらりあっぷ ○

中央15 福山 久松台 ふぁ～すとすてっぷ久松台 ○ 東部15 福山 引野町 ひととき引野 ○ 北部15 府中 鵜飼町 くれよん ○

中央16 福山 御門町 ふぁ～すとすてっぷ御門町 ○ 東部16 福山 引野町南 リズムJOY 〇 北部16 府中 高木町 夢門塾ゆうゆう高木 ○

中央17 福山 南蔵王町 クオレ ○ 東部17 福山 引野町 「クラ・ゼミ」東福山校 - 北部17 府中 高木町 夢門塾ゆうゆう高木２組 ○

中央18 福山 南本庄 ムジカ音楽学園 - 東部18 福山 引野町南 あさひ子ども園　そら ○ 北部18 府中 中須町 療養通所介護　慧 ○

中央19 福山 南手城町 ライフ南手城 ○ 東部19 福山 幕山台 まなびのひろば幕山教室 - 北部19 府中 元町 きらりぷらす ○

東部20 福山 南蔵王町 アイリーライフ学習特化型 ○

東部21 福山 南蔵王町 キラナ ○

西部1 福山 今津町 夢門塾ゆうゆう今津 ○ 南部1 福山 曙町 じゃんぐる　ぷらは ○ 北東部1 福山 神辺町 神辺育成会 ○

西部2 福山 内海町 多機能型事業所　umineco　 ○ 南部2 福山 曙町 未起 ○ 北東部2 福山 神辺町 てご ○

西部3 福山 神村町 マーブルマール - 南部3 福山 沖野上町 じゃんぐる　HIRO 北東部3 福山 神辺町 まきば ○

西部4 福山 佐波町 児童発達支援ｽﾃｰｼｮﾝ慧 ○ 南部4 福山 沖野上町 サンクス運動療育クラブ - 北東部4 福山 神辺町 ロム ○

西部5 福山 瀬戸町 ギフト - 南部5 福山 沖野上町 ハッピーテラス沖野上教室 - 北東部5 福山 神辺町 Lino ○

西部6 福山 瀬戸町 ギフトぷらす ○ 南部6 福山 卸町 ONE-すてっぷ ○ 北東部6 福山 神辺町 OHANA ○

西部7 福山 瀬戸町 ぴぼーて - 南部7 福山 卸町 ふぁんたす ○ 北東部7 福山 神辺町 アラジン ○

西部8 福山 瀬戸町 まなびのひろば瀬戸教室 - 南部8 福山 川口町 LINK PLUS ○ 北東部8 福山 神辺町 アリス ○

西部9 福山 瀬戸町 ライフ瀬戸 〇 南部9 福山 川口町 ウィズ福山川口 ○ 北東部9 福山 神辺町 YOUKIﾁｬｲﾙﾄﾞｱｶﾃﾞﾐｰ神辺 ○

西部10 福山 沼隈町 ぷくぷく ○ 南部10 福山 新涯町 ami plus ○ 北東部10 福山 神辺町 みどりんぐ ○

西部11 福山 松永町 「ゼノ」こども広場まつなが ○ 南部11 福山 新涯町 ウィズ福山新涯 ○ 北東部11 福山 神辺町 夢門塾ゆうゆう神辺 ○

西部12 福山 松永町 かがやき松永 〇 南部12 福山 鞆町後地 さくらんぼ ○ 北東部12 福山 神辺町 バババルーン福山神辺 〇

西部13 福山 南今津町 なないろCLUB ○ 南部13 福山 鞆町後地 さくらんぼ星の家 ○

西部14 福山 柳津町 ライフ松永 ○ 南部14 福山 水呑町 広島県立福山若草園 -
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事業所名

所在地 721-0965

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 有

対象年齢 定員 児童発達 無し

提供形態

主な療育内容

株式会社ライフアシストは、日本全国で医療・福祉事業所を650以上を展開して
いる湖山医療福祉グループの一員です。
ライフ王子では、生活スキルトレーニングを主軸とし、障がいのあるこどもたちの
将来に視点を置き、キッチンでのＩＨヒーターを使用した調理や炊飯、洗濯・洗濯
の干し方、たたみ方、掃除・身の回りの片付けなど必要な基本動作の支援を行っ
ています。また、対人関係を中心に、集団生活でのルールやおともだちとの関わ
り方、伝え方など、必要な社会性を身につけることで、自立する力を育む支援に
も取り組んでいます。サーキットやトランポリン・縄跳び・ボールなどを使った軽
運動もできます。※送迎等エリアについてはご相談ください。

生活スキル・ソーシャルスキル

特徴

14:30～17:30 10:00～16:00

小1～高3 10名

グループ支援

平  日       １０：００～19：00
学校休業日　9：00～18：00

管理者：赤木

月～土 日・祝日・お盆・年末年始

10:00～19:00 9:00～18:00

life-ouji@lifeassist-corp.com 3451500437

中央1

ライフ王子

084-973-8873 084-973-8467



事業所名

所在地 721-0975

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 ×

対象年齢 定員 児童発達 〇

提供形態

主な療育内容

kirari.fukuyamamiyoshi@kurazemi.co.jp 3451500734

中央2

こどもサポート教室「クラ・ゼミ」福山三吉校

広島県福山市北吉津町4丁目16-13

084-999-8208 084-999-8208

10：00～19：00 原田

火～土 日・G.W.・夏期・年末年始

10：00～19：00 10：00～19：00

私たちは「その子」をしっかりと見つめ、「その子」の立場になっ
て考え、「その子」の成長に喜びを感じます。うれしい時も、つら
い時も、寄り添われ、自分の思いを受け止めてもらえる中で、
「その子」が「自分をかけがえのない存在」と思ってもらえるよう
努力いたします。

🌸自ら「行きたい」と思ってもらえる気持ち
🌸家庭支援の充実
🌸一人ひとりに合わせたオーダーメイド療育

学習支援・・・成功体験を積み重ね、自信を持って取り組めるような課題設定を通
して学習への意欲につなげます。
生活支援・・・時計の読み方、お金の計算、一般教養など、生活する上で必要なス
キルの獲得や、工作などを通して巧緻性を高めるなどの支援をします。また「自
己認知」や「コミュニケーションの方法」を定型的に学んでいただくなどのSSTも
行います。

教科や分野に縛られず、集中力や論理的思考力、イメージ力などを本人に合った
方法で伸ばします。

学習支援、生活支援

特徴

10：00～19：00 10：00～19：00

小1～高3 10名

個別



事業所名

所在地 720-0814

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 無

対象年齢 定員 児童発達 無

提供形態

主な療育内容

myplace@ark.ocn.ne.jp 3451500957

中央3

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　マイ・ノート

福山市光南町１－１－３６　　２階

084-923-6177 084-944-8181

10：00～18：00 藤井

月～土 日・祝日・夏期・年末年始

10：00～19：00 09：00～18：00

地図

　　　　　　　　　　　　　　『　生きるチカラと学ぶチカラをカタチに　』

・保護者様や利用者様のお話を聞きながら、個々に合う学習支援を提供しています。
・日々の宿題や学校で学習した内容の復習等の支援を行っています。
・学習を支える人間関係を作るため、担当職員とのコミュニケーションを大切にしています。
・挨拶や言葉の使い方等の社会性（生きる力）を育んでいきます。
・ボードゲームやパソコン等も使い、他者とのコミュニケーションが円滑に行えるように支援をしています。
・保護者様との面談を通してお子様の様子を共有し、成長を肯定的に見守れるよう支援しています。
・長期休暇中は小集団での宿題会や工作会などのイベントを開催しています。
・カウンセラーが、保護者様の相談に応じることも可能です。

学習支援

特徴

13：00～19：00 09：00～18：00

小1～高3 10名

個別　小集団

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 720-0022

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 〇（集団のみ）

対象年齢 定員 児童発達 ×

提供形態

主な療育内容

10：00～16：00

ハーティーラボラトリー

084-983-1126 084-983-1127

10：30～18：30

hearty.labo@gmail.com 3451500429

日曜・盆・年末年始

09：00～17：00

　10：30～18：30（平日）
　　9：00～17：00（学校休業日）

柿原　佑美

・発達検査、他機関との連携対応も可能です

特徴

福山市奈良津町一丁目9-5

中央4

・ブレインジム、ビジョントレーニングなど、脳の機能改善と感覚統合を促す理論に基づく対応を支援に活用

・鍼灸師による、脳と心身の発達を促す、安全で効果的な鍼灸・経路治療を行っています

・脳と腸内環境に優しい、砂糖・小麦粉を控えたおやつやクッキングを手作りします

・アート療法士、心理士、イラストレータ等指導員のチームによる絵画、工作、手芸、書道、身体表現などの活動

小1～高3 10名

SST・生活支援・学習支援・アート療法・ブレイントレーニング・スキンタッチ・リンパセラピー

集団・個別

13：30～14：30
16：00～18：00

月～土

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 720-0022

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 あり

対象年齢 定員 児童発達 無

提供形態

主な療育内容

yuyu-narazu@k-yuyu.com 3451500312

中央5

夢門塾ゆうゆう奈良津1組

福山市奈良津町1-2-13

084-983-0046 084-983-0047

15：00～18：00 10：00～16：00

※送迎範囲指定あり。

小1～高3 10名

10：00～17：30 原田

月～土 日・年末年始（12/31～1/3）

10：00～19：00 8：30～17：30

運動・学習・生活

特徴

夢門塾の三本柱：3つのプログラム

集団

運動プログラム
集団での運動を取り
入れることにより、友
だちから学んだり、自
分の役割を認識したり、
子ども同士で成長し
あえる環境作りをしま

学習プログラム
家庭では感じる事の出
来ない、周りの友達の
頑張っている姿を見る
ことが刺激。学習は困
難の原因を見極めるこ
とが支援の第一歩。

生活プログラム
日常生活や社会活
動に必要な力を身に
つけることを目的とし
ています。

15：00～ 随時送迎、来所→健康チェック、おやつ

16：00～ 個別活動：学習（宿題、公文、製作活動）

17：00～ 集団活動：運動（体力づくり、感覚統合）

17：35～ 帰る支度、トイレ

10：00～ 随時送迎、来所→健康チェック

10：30～ 個別活動：学習（宿題、公文、製作活

動）

11：30～ 集団活動：運動（体力づくり、感覚統

合）

12：00～ 昼食（各自持参）、休憩

13：00～ 集団活動：運動（体力づくり、感覚統

合）

放課後 15：00～18：

学校休業日 10：00～16：00

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 720-0022

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 あり

対象年齢 定員 児童発達 無

提供形態

主な療育内容

特徴

福山市奈良津町1-2-20

中央6

小1～高3 10名

※送迎範囲指定あり。

運動・学習・生活

集団

15：00～18：00

月～金

夢門塾の三本柱：3つのプログラム

10：00～16：00

夢門塾ゆうゆう奈良津２組

084-983-0061 084-983-0062

10：00～19：00

yuyu-narazu@k-yuyu.com 3451500908

土・日・年末年始（12/31～1/3）

8：30～17：30

10：00～17：30 岩﨑

運動プログラム
集団での運動を取り
入れることにより、友
だちから学んだり、自
分の役割を認識したり、
子ども同士で成長し
あえる環境作りをしま

学習プログラム
家庭では感じる事の出
来ない、周りの友達の
頑張っている姿を見る
ことが刺激。学習は困
難の原因を見極めるこ
とが支援の第一歩。

生活プログラム
日常生活や社会活
動に必要な力を身に
つけることを目的とし
ています。

15：00～ 随時送迎、来所→健康チェック、おやつ

16：00～ 個別活動：学習（宿題、公文、製作活動）

17：00～ 集団活動：運動（体力づくり、感覚統合）

17：35～ 帰る支度、トイレ

10：00～ 随時送迎、来所→健康チェック

10：30～ 個別活動：学習（宿題、公文、製作活

動）

11：30～ 集団活動：運動（体力づくり、感覚統

合）

12：00～ 昼食（各自持参）、休憩

13：00～ 集団活動：運動（体力づくり、感覚統

合）

放課後 15：00～18：

学校休業日 10：00～16：00

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 721-0975

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 ×

対象年齢 定員 児童発達 〇

提供形態

主な療育内容

kirari.fukuyama@kurazemi.co.jp 3451500650

中央7

こどもサポート教室「クラ・ゼミ」福山校

広島県福山市西深津町1丁目10-3

084-999-8161 084-999-8161

10：00～19：00 伊藤

火～土 日・G.W.・夏期・年末年始

10：00～19：00 10：00～19：00

私たちは「その子」をしっかりと見つめ、「その子」の立場になっ
て考え、「その子」の成長に喜びを感じます。うれしい時も、つら
い時も、寄り添われ、自分の思いを受け止めてもらえる中で、
「その子」が「自分をかけがえのない存在」と思ってもらえるよう
努力いたします。

🌸自ら「行きたい」と思ってもらえる気持ち
🌸家庭支援の充実
🌸一人ひとりに合わせたオーダーメイド療育

学習支援・・・成功体験を積み重ね、自信を持って取り組めるような課題設定を通
して学習への意欲につなげます。
生活支援・・・時計の読み方、お金の計算、一般教養など、生活する上で必要なス
キルの獲得や、工作などを通して巧緻性を高めるなどの支援をします。また「自
己認知」や「コミュニケーションの方法」を定型的に学んでいただくなどのSSTも
行います。

教科や分野に縛られず、集中力や論理的思考力、イメージ力などを本人に合った
方法で伸ばします。

学習支援、生活支援

特徴

10：00～19：00 10：00～19：00

小1～高3 10名

個別

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 721-0975

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 〇（要相談）

対象年齢 定員 児童発達 ×

提供形態

主な療育内容

9：00～15：00

放課後デイサービス　ポコアポコ

084-983-0277 084-965-6614

9：00～18：00

pocoapoco@day-romu.jp 3451500874

日・祝日・お盆・年末年始

8：30～17：30

9：00～17：30 楢原

特徴

　　
　　
　　
　

　　　↑ポコアポコ外観　　　　　　　　　　↑ポコアポコ周辺地図　　　　　　　　　　　↑ボルダリング　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

福山市西深津町４丁目８-１５　２F

中央8

運動・・・広々としたスペースでボール遊びなどで体を動かしたり、ボルダリングスペース

　　　　　を活用したりしています。

　　　　　理学療法士による体操教室を定期的に行っています。（現在コロナの影響で休止中）

生活・・・クッキング活動や製作活動を通して、集団での取り組み、達成感を体験します。

小1～高3 10名

運動・生活支援

集団・個別

14：00～17:30

月～土



事業所名

所在地 720-0０６７

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 無

対象年齢 定員 児童発達

提供形態

主な療育内容

・ 余暇活動の充実を目指し、様々な遊びや活動の提案を行ったり、個々のアイディアを認め、一定の範囲内で自由に活動選択を行ったりする機会を設けています。

特徴

☑子どもは絶対に成長するという信念を持っています。

　絶対に成長すると信じて繰り返しトレーニングを行います。また，友だちと遊ぶ楽しさを作るた
めの関係づくりをプログラムを通して伝えていきます。

☑「自信」を持たせ，自立をめざします。

　できることを一つ一つ積み上げ，それを認めることで自信をもって自立し，生活に広がりを持た
せます。

☑アプローチ方法にこだわりません。

　特定のアプローチ方法にこだわらず，子どもが前向きに取り組むことができることをプログラ
ムに組み込みながらトレーニングを進めます。また，何事も繰り返し何度も伝え教えていきます。

広島県福山市西町三丁目２５番2号　第壱建物２階

中央9

・ 思いを的確に伝えることや相手の思いを理解して判断すること等、円滑なコミュニケーションを行う上で必要なスキルの獲得を目指したトレーニングを行います。

・ 物の整理やスケジュールの把握、時間確認等、生活の中で必要な技能の獲得や向上、その必要性の理解等を目指した支援を行います。

・ コーディネーショントレーニングを取り入れ、様々な動きに慣れるとともに、スムーズな身体操作を行うことが出来るよう支援します。

・ 学習習慣の定着を目指した支援を行います。発達段階に合わせて、自ら取り組み方を決めて学習を進めることに慣れることができるように支援します。

小1～高3 10名

ソーシャルスキルトレーニング・学習支援・運動・生活技能等

集団

１３：３０～１９：３０

月～土

９：００～１７：００

ハッピーテラス福山教室

0８４－９９９－０２０２ ０８４－９９９－０２０３

１３：００～１９：３０

fukuyama@happy-terrace.com 3451500593

日・祝日・お盆・年末年始

９：００～１７：００

平日13:00～19:00／土・学校長期休業中9:30～16:30 吉川



事業所名

所在地 721-0974

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 有り

対象年齢 定員 児童発達 無し

提供形態

主な療育内容

指先の巧緻性をやしなうトレーニングや工作、感覚統合・体幹強化のホースセラ
ピー、心の落ち着きや癒しを目的としたアロマセラピー、自家製の塩麴や甘酒を
使った昼食やおやつのクッキング（食育）などを行っております。

生活スキル・ソーシャルスキル

特徴

14：00～17：30 9：00～15：00

送迎エリア有

小1～高3 10名

小集団

10:00～18：30 福場

月～土 日・お盆・年末年始

10：00～19：00 8：30～17：30

g-increase@docomonet.jp 3451500536

中央11

チャイルドアカデミーMIRAIMA

福山市東深津町2丁目7-6

080-8980-7841 084-971-7365



事業所名

所在地 721-0974

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 ○

対象年齢 定員 児童発達 ☓

提供形態

主な療育内容

10：00～16：00

放課後等デイサービス　にじいろ

084-917-2210 084-917-2206

10：00～19：00

nijiiro-fukatsu@sky.megaegg.ne.jp 3451500700

土・日・夏期・年末年始

9：00～18：00

10：00～19：00 鳥越　基幸

・　身近にある物を使った工作を行っています。指先の動きの学習にもつながります。

特徴

地図

広島県福山市東深津町一丁目１２－２９

中央12

・　自立した日常生を営むうえで必要となる資質や能力の向上を目的としています。

・　社会での人との関わり方の獲得、向上を目指し、より生活しやすくなることを目的としています。

・　近くの公園、公共の施設体育館等に出かけて体を動かすことを大切にしています。

・　学校からの宿題に自ら取り組める習慣、環境づくりを行っています。

小1～高3 10名

生活

集団

15：00～18：00

月～金

☆片岡酒店跡地です

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 720-0083

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎

対象年齢 定員 児童発達 なし

提供形態

主な療育内容

○個別（1対1）対応により、お子様の発達や特性に合わせて、学習支援を中心と
   した療育を行います。

○学習習慣を身につけさせ、自己肯定感を育むことを通して、基礎学力の向上
   を目指します。

学習

特徴

14：00～18：30 11：00～18：30

小1～高3 10名

個別

10：45～19：00 花崎

月～土 日・祝日・夏期・年末年始

10：45～19：00 10：45～19：00

firststephukuyama@yahoo.co.jp 3451501021

中央13

学習サポート ふぁ～すとすてっぷ

福山市久松台2丁目30-11

084-961-3328 084-961-3368

すてっぷの５つのコンセプト
１．学習の習慣づけ

２．自己肯定感の育み

３．基礎学力の向上

４．児童の特性に応じた個別指導

５．お友達との交流を通しての療育

★学習サポートふぁ～すとすてっぷ

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 720-0083

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 有り

対象年齢 定員 児童発達 無し

提供形態

主な療育内容

09：00～16：30

サニーぷれいす

084-928-8665 084-928-8650

0９：４５～１８：３0

hisamatu-kd-5@sight.ne.jp 3451500098

日・祝日・夏期・年末年始

09：00～17：45

0８：４５～１８：３0 戸田

・学年等に応じてクラス分けし活動しています。

特徴

フリースペース

福山市久松台3丁目1番39号

中央14

・集団活動の中で、生活スキルトレーニングや集団での過ごし方、人とのかかわり方、

個々のコミュニケーションスキルの向上への支援を行い自立した日常生活を送ることが

出来るようにめざします。

・卒業後に向けて作業体験や買い物体験をしています。

小1～高3 20名

生活支援

集団

15：30～17：00

月～土

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 720-0083

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 ○

対象年齢 定員 児童発達 休止

提供形態

主な療育内容

firststephukuyama@yahoo.co.jp 345150718

中央15

多機能こどもサポート ふぁ～すとすてっぷ久松台

福山市久松台2丁目30-10

084-999-6625 084-999-6626

10：30～18：30 高野

月～土 日・祝日・夏期・年末年始

10：30～18：30 9：30～17：30

生活、運動、学習

特徴

13：30～17：30 9：45～16：30

小1～高3 10名

集団、小集団

・生活スキル：挨拶や自分の身の回りの始末などが自立してできることを目標としています

・SST：施設外活動や友達や職員との関わりを通して社会性・協調性を身につけます

・運動：バスケットボール、卓球、バドミントンなど体育館などで指導します

・学習：学校の宿題や、施設での学習プリントなどを通して支援します

・書道：週1回書道教室をしています

発達に心配のあるお子様や障がいをもつお子様を対象に、個々
の特性や状況にあわせた活動を通し、社会性・生活力・コミュ
ニケーション力・運動能力を育て、社会的自立に向けて総合的
支援を行います。

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 720-0805

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 ○

対象年齢 定員 児童発達

提供形態

主な療育内容

10：00～17：00

ふぁ～すとすてっぷ御門町

084-961-3987 084-961-3986

10：30～18：30

firststephukuyama@yahoo.co.jp 3451500338

日・祝日・夏期・年末年始

9：30～17：30

10：30～18：30 矢野

・買い物コーナーを作り、施設内での通貨で金銭感覚を学ぶ

特徴

福山市御門町3丁目１０番８号

中央16

・基本的な生活習慣を身に着けられるようにする

・クッキングを通して作ること、食べることを楽しむ

・施設外活動では、社会的ルールを知る

・制作活動では、創作意欲を持ち創造性を高められるようにする

小1～高3 10名

生活、運動、学習

集団、小集団

13：00～18：00

月～土

クッキン 体操教室

ふぁーすとすてっぷ御門町

施設外活

川遊び

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 721-0973

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 ○

対象年齢 定員 児童発達 ○

提供形態

主な療育内容

活動の様子はホームページでも公開中です
https://cuore-day.com/

社会的スキルトレーニング（SST）
年齢に応じたグループで、社会的スキルを学習します。スキルの習得については
ゲームや日常の活動の中で定着する技法を使っています。

・学習支援
障がいによる学習不適応に対応します。教員免許を持った児童指導員が得意な
学科を通して学習の楽しさを味わい、苦手な学科についてはどのような課題が
あるかを見つけていきます。単に学力をつけるのではなく、学習方法を確立する
ことを目的としています。

社会的スキルトレーニング（ＳＳＴ）

特徴

15：00～18：00 10：00～16：00

ご相談ください。

小1～高3 10名

集団療育・個別療育

10:00～19：00 赤木

月～土 日・祝日・夏期・年末年始

10：00～19：00 09：00～18：00

info@cuore-day.com 345 1500247

中央17

放課後等デイサービス　クオレ

広島県福山市南蔵王町4丁目2-36 ホワイトビレッジB101

084-982-5007 084-982-5090

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 720-0077

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 無

対象年齢 定員 児童発達 有

提供形態

主な療育内容

フリースペース

♪音楽療法
音楽療法とは音楽の作用を使い、身体的・心理的・社会的な課題に焦点を当てた
表現活動です。一人一人に寄り添ったオーダーメイドの音楽療法を提供していま
す。

♪バレエ
水曜日はクラシックバレエをしています。身体表現を通して自己を見つめ、バラ
ンス訓練や体幹を鍛えていきます。年1回事業所内で発表会をします。

音楽療法、クラシックバレエ

特徴

14：30～18：30 09:30-15:00

小1～高3 10名

小集団、個別

9：30～18：30 中﨑くるみ

月～土 日・祝日・夏期・年末年始

14：30～18：30 09:30-15:00

school＠mujica.jp 3451500189

中央18

ムジカ音楽学園

広島県福山市南本庄3-7-1

084-982-9679 084-982-9670



事業所名

所在地 072-0963

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 有

対象年齢 定員 児童発達

提供形態

主な療育内容

life-minamiteshiro@lifeassist-corp.com 3451500866

中央19

ライフ南手城

広島県福山市南手城町1丁目8-23

084-999-0131 084-999-0132

平日　　　　　１０：００～19：00
学校休業日　9：00～18：00

管理者：濱田

月～土 日・祝日・お盆・年末年始

10:00～19:00 9:00～18:00

 株式会社ライフアシストは、日本全国で医療・福祉事業所を650以上を展開して
いる湖山医療福祉グループの一員です。
ライフ南手城では、生活スキルトレーニングを主軸とし、障がいのあるこどもたち
の将来に視点を置き、キッチンでのＩＨヒーターを使用した調理や炊飯、洗濯・洗
濯の干し方、たたみ方、掃除・身の回りの片付けなど必要な基本動作の支援を
行っています。また、対人関係を中心に、集団生活でのルールやおともだちとの
関わり方、伝え方など、必要な社会性を身につけることで、自立する力を育む支
援にも取り組んでいます。サーキットやトランポリン・縄跳び・ボールなどを使っ
た軽運動もできます。※送迎等エリアについてはご相談ください。

生活スキル・ソーシャルスキル

特徴

14:30～17:30 10:00～16:00

小1～高3 10名

グループ支援



事業所名

所在地 721-0911

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 有

対象年齢 定員 児童発達 無

提供形態

主な療育内容

　　　　　　　　　　　クッキングなども開催します。

特徴

フリースペース

広島県福山市青葉台1-13-30

東部1

・タイピング　個々の特性と成長に合わせたカリキュラムを提供します。目指せブラインドタッチ！

・ビジョントレーニング　　専用ソフトを使って「見る」力を多角的にトレーニングします。

・プログラミング　様々な教材を用いて一人ひとりに個別最適化された学習を提供します。

・創作活動など　ミライクではITのスキルアップだけを目的としておらず、社会参加型プログラムや

小1～高3 10名

IT・プログラミング療育

個別療育・小集団療育

15：00～18：00

月曜日～土曜日、祝日

10：00～17：00

放課後等デイサービス　ミライク　青葉台教室

084-975-3302 084-975-7957

10：00～19：00

hitosizuku2018@gmail.com 3451500882

日曜日、年末年始、お盆

09：00～18：00

10：00～18：00 田中

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 721-0915

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 なし

対象年齢 定員 児童発達 あり

提供形態

主な療育内容

フリースペース

理学療法士、公認心理師、保育士など各専門職員が、お子様のニーズに合わせて個別療育を行います。

運動、日常生活スキル、社会スキル

特徴

10:00〜18:00 10:00〜18:00

０歳〜小学２年生まで 10名

個別療育

10:00〜17:00 ○○

月〜金 土日、お盆、年末年始

10:00〜18:00 10:00〜18:00

path.pass.pastime@gmail.com 3451500486

東部2

すりぃぱす

福山市伊勢丘三丁目14番26号せが

084-941-8950 084-941-8950

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 721-0915

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 あり

対象年齢 定員 児童発達 なし

提供形態

主な療育内容

13：00～19：00

放課後等デイサービス　ツクルクル

084-961-3034 084-993-4090

10：00～19：00

tsukurukuru.lab@gmail.com 3451500460

日・祝日・夏期・年末年始

10：00～19：00

13：00～18：00 藤江

・遊びなど好きなことからチャレンジして成功体験を積み重ね、自信をつけます。

特徴

広島県福山市伊勢丘8丁目17-1

東部3

・プログラミング学習やロボット製作などクリエイティブな学習環境

・ダンボール工作やペーパークラフトなど、一人ひとりに合った工作を提案する。

・苦手な教科を丁寧にフォロー。ワープロ検定や漢検などの資格取得の支援も行う。

・みんなでゲームを楽しみながらコミュニケーションを学びます。

小1～高3 10名

応相談

IT、物作り、学習支援、生活支援など

小集団・個別

13：00～19：00

月～土

福山市昭和町6-1

福山電業ビル3F

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 721-0926

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 ×

対象年齢 定員 児童発達 〇

提供形態

主な療育内容

フリースペース

一人ひとりの個性に応じた完全個別療育です。
子どもたちの豊かな発達と自立をめざします。
学習支援では、その子にあった学習方法を見つけ、学習への抵抗感を無くすとと
もに、できることへの喜び・達成感を見いだせるよう取り組みます。
プログラミングでは、従来の学力に加えて、自ら課題を発見し、解決するために必
要な「思考力」「判断力」「表現力」などの能力を伸ばすことを目的としています。プ
ログラミング言語「スクラッチ」やソニーの「KOOV」を使って、作品を完成させる
過程の中で、物事の順序を立てて考える力や発想力、問題解決能力などを養って
いきます。

学習・プログラミング

特徴

11：00～20：00 9：00～18：00

小1～高3 10名

個別

11:00～20：00 渡辺

月～金 春休み・夏休み・冬休み

11：00～20：00 9：00～18：00

pono.daimon@gmail.com 3451501211

東部8

こどもアシスト「ぽの」大門教室

福山市大門町3丁目２７－１２

084-999-3393 084-999-3393

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 721-0926

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 応相談

対象年齢 定員 児童発達 なし

提供形態

主な療育内容

yume.no.tobira@softbank.ne.jp 3451500288

東部9

ゆめの扉

福山市大門町3丁目22番20号

084-983-0213 084-983-0230

小集団・個別

10：00～18：30 中元・池田

火～土
日曜・月曜・12/30～1/3

お盆は事業所の定める予定表による

10：00～18：30 9：30～18：30

15：00～18：30
午前の部　　9：30～13：00

午後の部　14：30～18：00

小1～高3 10名

ソーシャルスキルトレーニング（ＳＳＴ）・音楽療法・学習支援・行動療法

特徴

音楽療法士・社会福祉士・保育士・児童指導員・管理栄養士・認定心理士

中学校・高等学校教諭免許等の有資格者が療育や相談支援を行います。

世代間交流や地域に密着した活動を積極的に行っています。

2014年開所福山市で初めての高齢者施設（地域密着型デイサービス）との複合施設。

ホームページ：https://www.kaigono-tobira.co.jp/

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 721-0926

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 有

対象年齢 定員 児童発達

提供形態

主な療育内容

life-daimon@lifeassist-corp.com 3451500668

東部10

ライフ大門

広島県福山市大門町2丁目20-28

084-982-8451 084-982-8461

平日　　　　　１０：００～19：00
学校休業日　9：00～18：00

管理者：白木

月～土 日・祝日・お盆・年末年始

10:00～19:00 9:00～18:00

フリースペース

 株式会社ライフアシストは、日本全国で医療・福祉事業所を650以上を展開して
いる湖山医療福祉グループの一員です。
ライフ大門では、生活スキルトレーニングを主軸とし、障がいのあるこどもたちの
将来に視点を置き、キッチンでのＩＨヒーターを使用した調理や炊飯、洗濯・洗濯の
干し方、たたみ方、掃除・身の回りの片付けなど必要な基本動作の支援を行って
います。また、対人関係を中心に、集団生活でのルールやおともだちとの関わり
方、伝え方など、必要な社会性を身につけることで、自立する力を育む支援にも
取り組んでいます。サーキットやトランポリン・縄跳び・ボールなどを使った軽運動
もできます。※送迎等エリアについてはご相談ください。

生活スキル・ソーシャルスキル

特徴

14:30～17:30 10:00～16:00

小1～高3 10名

グループ支援



事業所名

所在地 721-0962

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 ×

対象年齢 定員 児童発達 〇

提供形態

主な療育内容

フリースペース

一人ひとりの個性に応じた完全個別療育です。
子どもたちの豊かな発達と自立をめざします。
学習の遅れや苦手意識は、そのお子さまに合ったやり方や教え方で改善されるこ
とがあります。しかし、あわない学習方法だと、理解が進まないだけでなく、学習
が嫌いになってしまうことも。「ぽの」ではその子にあった学習方法を見つけ、学
習への抵抗感を無くすとともに、できることへの喜び・達成感を見いだせるよう
取り組みます。授業では、言葉や数の概念、読み、書き、計算、授業の予習・復習、
ノートの書き方、話し方など幅広く行います。

学習

特徴

11：00～20：00 9：00～18：00

小1～高3 10名

個別

11:00～20：00 梅野

月～土 土曜日・春休み・夏休み・冬休み

11：00～20：00 9：00～18：00

pono.higashifukuyama@gmail.com 3451500940

東部11

こどもアシスト「ぽの」東福山教室

福山市東手城町3丁目２１－８

084-959-2965 084-959-2966

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 721-0942

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 有り

対象年齢 定員 児童発達 無

提供形態

主な療育内容

・土曜日は午前午後の2部制にして、個別学習の時間にしています。

特徴

　福山市内で長年個別指導の学習塾を運営してきました。

そこで培ってきた学習指導のスキルを用いて、教育と

福祉の両側面から子供達と保護者さんを支援しています。

　療育では学習指導のみならず認知トレーニング等を並行

して行うことで、様々な困り感の改善にも努めています。

　また、個々の児童に合わせたオリジナル教具や教材等

の開発、制作にも積極的に取り組んでいます。

福山市引野町4-9-36

東部12

・集団で過ごしますが、指導は個別に行います。

・現役の塾講師が複数在籍しています。

・学習指導や教育に関する知識や情報が豊富です。

・ご家庭や学校との連携も行います。

小1～高3 10名

片道約10分圏内で応相談

学習指導、及び学習に関連した各種スキルのトレーニング

小集団・個別指導

14：00～18：00

月～土

9：30～12：30　13：30～16：30

おひさまきっず福山引野事業所

084-982-8639 084-982-8684

10：00～19：00

ohisama-hikino@asahinet.jp 3451500601

日・祝日・夏期・年末年始

9：00～18：00

10:00～17:00 池田

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 721-0942

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 〇

対象年齢 定員 児童発達 無

提供形態

主な療育内容

3451501013

小林

東部13

バババルーン 福山引野

 福山市引野町2丁目28-10

084-999-1717 084-999-1818

b-hikino@bbb-day.com

10:00～18:30

平日・長期休暇 日・祝日・お盆・年末年始

10:00～19:00 8:30～17:30

13:00～17:30 10:00～16:00

・快適な環境：広い空間づくりを心掛け、消毒などで衛生的に保たれています。

・感性を育てる：課外活動では、自然の中で生き抜く力を育てます。

・みんなで子育て：保護者と一緒に、明るい育成を考えていきます。

小1～ 10名

 集団

 運動体操・創作活動・農業体験・感覚運動・対外活動

特徴

・主体的な様々な活動ができる：子どもたちのリクエストが活動にもなります。

・安全な環境：入り口には監視カメラを設置。

★体操、ダンス療育、公園アスレチックなど屋外にも出かけ

て、ゲーム感覚でしっかり身体を動かしながら、体幹を鍛

えられるように取り組みます。

★感覚遊びや創作活動としてクッキングや粘土工作、おもち

ゃづくりなども行っています。その中で道具の使い方、手

の動かし方が学べるように楽しく取り組みます。

mailto:b-hikino@bbb-day.com
mailto:b-hikino@bbb-day.com
mailto:b-hikino@bbb-day.com


事業所名

所在地 ７２１-０９４２

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 有り

対象年齢 定員 児童発達 無し

提供形態

主な療育内容

hitotoki_hikino_1113@yahoo.co.jp 3451500924

東部14

放課後等デイサービス（重症心身障害児）　ひとときの家

084-983-3850 084-983-3851

１０：00～１８：00 金山（カナヤマ）

月～土・祝日・休校日 日・お盆・年末年始

１０：00～１９：00 ９：00～１７：00

フリースペース

１人ひとりが、笑顔で楽しい『ひととき』	を、過ごせるような居場所の提供を目指し
ています。										
子どもたちに様々な体験をしてもらい、その中で、良好な人間関係の構築や社会
性を身につけることのサポートができればと考えています。																				

										
										
										

運動・生活支援・機能訓練・生活スキル・屋外活動

特徴

１４：00～１８：00 １０：00～１６：00

小1～高3 ５名

小集団

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 ７２１-０９４２

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 有り

対象年齢 定員 児童発達 無し

提供形態

主な療育内容

hitotoki_hikino_1113@yahoo.co.jp 3451500619

東部15

放課後等デイサービス　ひととき引野

084-983-3850 084-983-3851

１０：00～１８：00 杦原（スギハラ）

月～土・祝日・休校日 日・お盆・年末年始

１０：00～１９：00 ９：00～１７：00

フリースペース

１人ひとりが、笑顔で楽しい『ひととき』	を、過ごせるような居場所の提供を目指し
ています。										
子どもたちに様々な体験をしてもらい、その中で、良好な人間関係の構築や社会
性を身につけることのサポートができればと考えています。																				

										
										
										

運動・生活支援・学習支援・生活、ソーシャルスキル・屋外活動

特徴

１４：00～１８：00 １０：00～１６：00

小1～高3 10名

集団

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 〒721-0945

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 ○

対象年齢 定員 児童発達 ○

提供形態

主な療育内容 音楽

特徴

「リズムＪＯＹ」では、音楽療育（リトミック・歌唱・リズム遊び・体操・ダンス等）を通し
て表現力・感受性の向上をテーマに掲げております。音楽療育を中心とした豊富
な音楽活動の中でコミュニケーション力、場面の切り替え、感覚統合と音楽のはた
らきを基にした体操、言語療育など様々なニーズに合ったプログラムを行いま
す。
保育士、児童指導員、作業療法士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等が
豊富な経験と確かな知識と音楽で協調をはかり、お子様の持っている可能性を引
き出す療育を行ってまいります。

14：00～17：30 14：00～17：30

小1～高3 児発とあわせて10名

集団

9：45～18：30 平山

月～金
土・日・祝・お盆(8/13～8/15)
年末年始(12/30～1/3)

9：45～18：30 9：45～18：30

rizumujoy.2020.4@ace.ocn.ne.jp 3451501112

東部16

児童発達支援・放課後等デイサービス　　リズムＪＯＹ

福山市引野町南1丁目6番11号

084-971-5701 084-959-5530

プログラム例地図



事業所名

所在地 721-0942

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 ×

対象年齢 定員 児童発達 ○

提供形態

主な療育内容

kirari.higashifukuyama@kurazemi.co.jp 3451500502

東部17

こどもサポート教室「クラ・ゼミ」東福山校

広島県福山市引野町5丁目17-7

084-944-3861 084-944-3861

10：00～19：00 門田

月（月1回），火～土 日・ゴールデンウィーク・お盆・年末年始

10：00～19：00 10：00～19：00

誰にだって輝ける舞台がある。一人ひとりが「キラリ」と輝けるように
をスローガンに，一人ひとりが輝ける場を作れるように，
今後の社会へ出たときに自信をもって生活できるよう支援をしていきます。
お子様の困りごとを各機関（家庭，事業所，学校等）との連携を通して，背景を検索し
ていき対応できるように努めます。

🌸自ら「行きたい」と思ってもらえる気持ち

🌸一人ひとりに合わせたオーダーメイド療育

🌸家庭支援の充実

1対1の個別療育となっております。自身の成功体験を積み重ね，自信を持っ
て取り組めるように課題設定を行い，本人の必要な支援をオーダーメイドで
作成していきます。
コミュニケーション面，学習面など本人から得られる情報をもとに，必要な過程を
模索させていただき，保護者様へ提案させていただきます。
集中力や目で見る力のどこに難しさがあるのか，一緒に考え解決していけるよう
にしております。

生活支援，SST，学習支援など

特徴

10：00～19：00 10：00～19：00

1歳半～高3 10名

個別

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 721-0945

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 有

対象年齢 定員 児童発達 有

提供形態

主な療育内容 個別課題・グループ活動・季節の工作・運動・SST

特徴

その日の体調に合わせてゆったりと緊張を取る時間や、豊かな自然の中でのび
のびと
活動する空間を提供します。また、個々の状態や課題に応じた支援をしつつ、
日々の
「学習」「創作活動」「遊び」「運動」など集団での活動を通して社会性や主体性を育
み、
自分らしさの日常生活に輝かせていけるように支援しています。

集団

平日9：30～18：30　土曜・長期休暇　8：00～17：00 亀山　智恵・前田　香織

月～土 日・祝日・夏期・年末年始

9：30～18：30 8：00～17：00

14：00～17：30 9：30～15：30

平常授業日は学校まで送迎します（詳細は応相談）

小1～高3 10名

sara-hoday@fukuiryo.ac.jp 3451500254

東部18

学校法人福山医療学園附属施設　あさひ子ども園そら

広島県福山市引野町南１丁目６番３５号

084-946-6665 084-946-5451

放課後等デイサービス療育室

学園敷地内には園庭や畑の他、グランドに砂場があります。

駐車場２００台完備

東福山駅南口より徒歩約２０分



事業所名

所在地 ７２１－０９１３

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 ×

対象年齢 定員 児童発達 ×

提供形態

主な療育内容

manabinohiroba201710@gmail.com 3451500981

東部19

まなびのひろば　幕山教室

福山市幕山台７－１－１　２階

０８４－９９９－７１５４ ０８４－９９９－７１５５

10：00～19：00 金山

月～土　(土は2回/月) 日・祝日・夏期・年末年始

１０：00～１９：00 １０：00～１９：00

　学習支援のプログラムを取り入れた療育に特化した放課後デイサービス・児童発
達支援事業所です。子どもの特性に合わせたプログラムで多種多様な学びを提供
し、学習に対する苦手意識の軽減や自分にあった学習のやり方などをサポートし
ます。子どもたちが自分自身のことを知り、自分に合った形で学びを深めること
ができる場所を提供できるように努めています。

学習支援

特徴

１５：00～１９：00 １０：00～１８：00

小１～高3 10名

個別療育（土曜は小集団活動あり）

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 〒721-0973

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 あり

対象年齢 定員 児童発達 無

提供形態

主な療育内容

irielife@pro-aid.jp 3451501005

東部20

アイリーライフ学習特化型

福山市南蔵王町6丁目32-9

084-982-5100 084-982-5108

10:00～19：00 松田

月～土 日・祝日・夏期・年末年始

10：00～19：00 8：30～17：30

「学習」に特価したサービスです。曜日ごとに科目が違い、そろばんや習字では級
や段の取得も目指せます。それぞれ専門の講師に来ていただき学んでいます。集
中力や学習力に合わせたプログラムの中で、個々のペースで学ぶことができま
す。級や段を取得できたことが成功体験になり、自信に繋がることを期待してい
ます。

学習

特徴

14：00～17：30
土曜日：am9:00～12:30/ｐｍ13：30～17：00　
　　　　　　　　　長期休暇9：30～15：30

小1～高3 10名

集団・個別



事業所名

所在地 721-0973

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎
火・木・土
のみ

対象年齢 定員 児童発達 無

提供形態

主な療育内容

10：00～17：30(火・木)
10：00～16：00(土曜日)

キラナ

084-982-8119 084-982-8129

11：00～20：00

three-stars@kiranah-sun.com 34515000932

日・お盆・年末年始

8：30～19：00(火・木)
8：30～17：30(土曜日)

11：00～16：00 高原

・外部講師による専門的な支援

特徴

福山市南蔵王町五丁目23－47

東部21

・特性、個人にあったプログラムでの支援　

・少人数を活かし、特性に応じた支援

・スポーツ施設等を使用などを通し、社会ルール・マナーを学ぶ

・キラナチャレンジ（将来の夢探し、資格取得、特技を活かした余暇活動など）

小1～高3 10名

※送迎範囲については要相談

SST・学習・プログラミング・脳機能トレーニング・ソフトテニス・社会体験など

個別(月・水・金)　小集団(火・木　各曜日2部制)　集団(土曜日)

14：00～20：00

月～土(祝祭日含む)

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 ７２９－０１１１

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 有

対象年齢 定員 児童発達 無

提供形態

主な療育内容

夢門塾の三本柱：3つのカリキュラム

特徴

フリースペース

広島県福山市今津町３丁目５ー１８

西部1

小1～高3 10名

運動カリキュラム・学習カリキュラム・生活カリキュラム

集団

１５：００～１８：００

月～土

１０：００～１６：００

夢門塾　ゆうゆう今津

０８４－９３０－４４１６ ０８４－９３０－４４４２

１０：００～１９：００

yuyu-imazu@k-yuyu.com 3451500304

日・１２/３１～１/３

８：３０～１７：３０

１０：００～１９：００ 井上

運動カリキュラム
室内・屋外にて集団で子
ども達が楽しく運動できる
ように多くの運動メニュー
を取り入れ、また、施設
内に屋内プールがあり水
泳も取り入れています。

学習カリキュラム
まずは、学校の宿題の習
慣化。また個々のペース
に合わせたプリント学習
に取り組み集中力・達成
感養います。

生活カリキュラム
身の回りのことは自分
で、できるようにし、集
団行動では、協調性を
身につけ他者と関わり
ながらコミュニケーショ
ンやソーシャルスキル
を学びます。

放課後 15：00～18：

15：00～ 随時送迎、来所→健康チェック、おやつ

16：00～ 個別活動：学習（宿題、公文、製作活動）

16：45～ 集団活動：運動（体力づくり、感覚統合）

17：15～ 読書

17：30～ 掃除

17: 40～ 帰りの支度・トイレ

17：45～ 帰りの会

学校休業日 10：00～16：00
10：00～ 随時送迎、来所→健康チェック

10：30～ 個別活動：学習（宿題、公文、製作活動）

11：30～ 集団活動：運動（体力づくり、SST）

12：00～ 昼食（各自持参）、休憩

13：00～ ゆっくり過ごす時間（知育玩具、読書）

14：00～ 集団活動：運動（体力づくり、感覚統合）

15：00～ おやつ

15：30～ 掃除

15：40～ 帰りの支度・トイレ

15：45～ 帰りの会

16：00～ 送迎

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 722-2632

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 あり

対象年齢 定員 児童発達 あり

提供形態

主な療育内容

・病院や関係機関などと連携しより良い支援を目指しています

特徴

フリースペース

福山市内海町ロ1694番地１

西部2

・重症心障害を対象にしています

・保育士と理学療法士を中心に活動に生活リハビリを取り入れています

・医療ケアに対応します

・希望者は入浴があります

0歳～ ５名

生活・余暇活動

多機能型（児童発達支援・放課後等デイサービス・生活介護・日中一時支援）

１０：００～１８：００

月～金

１０：００～１８：００

　　　　多機能型事業所

０８４－９８６－３４３３ ０８４－９８６－３４３４

９：００～１８：００

umineco@3cotori.com 3451500000

土・日・年末年始

９：００～１８：００

9:00～18:00 中間

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 729-0112

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 なし

対象年齢 定員 児童発達 有

提供形態

主な療育内容

・その日の活動内容を、個々に作成したネットのマイページにて確認していただけます

・必要に応じて発達検査・知能検査を行うなど、子ども達の状態把握を大切にしています

・保育所等訪問支援事業を併設しています

小1～高3 10名

個別　小集団

やり取り遊び・学習支援・創作活動・SST等

特徴

・個々に担当スタッフを決め、子ども達の活動がより充実したものになるように支えています

・古民家を活用しているので、おばあちゃんちに来たような安心感を感じていただけます

月～土 日・祝日・8/13~15・年末年始

9:00~18:00 9:00~16:30

15:00~18:00 9:00~16:00（土曜日）

3451500999

橘高

西部3

多機能型事業所　マーブルマール 

広島県福山市神村町３６１２番地

084-939-5441 084-939-5442

marblemarle0401@gmail.com

9:00~18:00



事業所名

所在地 720-0837

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 なし

対象年齢 定員 児童発達 あり

提供形態

主な療育内容

・その他。要相談。発達検査実施。

具体的な内容

広島県福山市瀬戸町地頭分２５０９番地

西部5

・感覚遊具を使用して、身体のバランス・動きの調整

・プレイルームを使用し、小集団で設定ルールを決めてのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・対人面でのスキルアップ

・ライフステージに合わせて、必要なスキルを相談し、療育。

・保護者の方と児の状況を確認しながら、実施。

就学前～高3 10名

その児童の困り感に合わせて、活動内容を提供する。

個別・小集団

８：３０～１７：３０

月～土

８：３０～１７：３０

児童発達支援　放課後等デイサービス　ギフト　

084-944-5300 084-944-5300

８：３０～１７：３０

ｑｑｆｎ８ｄｑ９ｋ＠ｓand.ocn.ne.jp 3451501161

祝日・夏期・年末年始・その他

８：３０～１７：３０

8:30～１７：３０ 瀧口

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 〒７２０－０８３７

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 あり（要相談）

対象年齢 定員 児童発達 無し

提供形態

主な療育内容

・

特徴

地図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

広島県福山市瀬戸町地頭分２５０９番地

西部6

・月～金曜日は、集団活動を通して集団での過ごし方や人との関り方、個々のコミュニケーションスキルの向上等への支援を行います。

・土曜日は個々のニーズに合わせて、個別対応・学習支援・小集団活動の療育を行います。

・日曜日はおやつ作り、工作、室内外での遊びやイベントの実施等、余暇活動を支援します。

・

就学後～１８歳まで 10名

生活支援・運動・工作・運動・学習支援　等

小集団・集団（状況に応じて個別対応）

１３：３０～１７：３０

月～日

１０：００～１７：００

放課後等デイサービス　ギフトぷらす

０８４－９４４－９２７７ ０８４－９４４－９２７７

１３：３０～１７：３０

gift-plus@seagreen.ocn.ne.jp 3451500262

年末年始・お盆・祝日

１０：００～１７：００

１０：００～１８：００（平日） 斉藤

ギフトグループ

児童発達支援・放課後等デイサービス ギフト

放課後等デイサービス ギフトぷらす

児童発達支援 ギフトぷらす

相談支援事業所 サポートぷらす

放課後等デイサービス びぼ～て福山

放課後等デイサービス マイ・ノート（光南町）

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 土・日

利用時間 平日　 土・日

送迎 無

対象年齢 定員 児童発達 無

提供形態

主な療育内容

ぴぼ～て福山　　（放課後等ディサービス）

070-3778-0102 084-944-5300

13:30～20：30

pivote-20180201@leaf.ocn.ne.jp 3451500759

祝日・年末年始・お盆

9：00～16：00

13：30～20：30（平日）  9：00～16：00（土・日) 豊島

・指導員（児童指導員/教員免許/調理師免許）

特徴

地図

西部7

・「運動・体操教室」　　日曜～土曜日

・「宿題定着学習」　　火曜日

・「調理・製菓教室」　　水曜日

・

小1～高校生 10名

★送迎は原則保護者の方にお願いしていますが、ご相談に応じます。

「運動支援」「生活支援」

小集団

16：00～20：00

日～土曜日　※木曜　第1.3.5、土・日曜（４回／月）　

9：00～12：00　　13：00～16：00

〒720-0837  広島県福山市瀬戸町地頭分２５０９番地　スキップＷａｒｄ　１F

381

2
草戸大橋

水呑 大橋
セブンイレブン

セブンイレブン

YOU美容院

瀬戸小

ＪＡ瀬戸

ローソン

ニチエー
サファ福山

ギフトグループ

半坂橋入口
東明王台入口

小立団地

法界橋

岩足橋北詰



事業所名

所在地 720ー０８３６

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 ×

対象年齢 定員 児童発達 〇

提供形態

主な療育内容

　学習支援のプログラムを取り入れた療育に特化した放課後デイサービス・児童
発達支援事業所です。子どもの特性に合わせたプログラムで多種多様な学びを
提供し、学習に対する苦手意識の軽減や自分にあった学習のやり方などをサ
ポートします。子どもたちが自分自身のことを知り、自分に合った形で学びを深
めることができる場所を提供できるように努めています。

学習支援

特徴

１５：00～１９：00 １０：00～１８：00

年中～高3 10名

個別療育（土曜は小集団活動あり）

10：00～19：00 小林

月～土　(土は2回/月) 日・祝日・夏期・年末年始

１０：00～１９：00 １０：00～１９：00

manabinohiroba201710@gmail.com 3451500726

西部8

まなびのひろば　瀬戸教室

福山市瀬戸町大字長和2713-1

０８４－９５９－５９１８ ０８４－９７１－５１２５

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 720-0837

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 有

対象年齢 定員 児童発達

提供形態

主な療育内容

life-seto@lifeassist-corp.com 3451501070

西部9

ライフ瀬戸

福山市瀬戸町地頭分131-3

084-999-2525 084-999-2552

平日　　　　　10：00～19：00
学校休業日　　9:00～18:00

管理者：天野

月～土 日・祝日・夏期・年末年始

10：00～19：00 9：00～18：00

フリースペース

株式会社ライフアシストは、日本全国で医療・福祉事業所を650以上を展開して
いる湖山医療福祉グループの一員です。
ライフ瀬戸では、生活トレーニングを主軸とし、障がいのあるこどもたちの将来
に視点を置き、調理・炊飯・洗濯・洗濯の干し方、たたみ方、おやつ購入・身の回り
の片付け・掃除など必要な基本的動作の支援を行っています。また、対人関係を
中心に、集団生活でのルールやおともだちとの関わり方、伝え方など、必要な社
会性を身に付けることで、自立する力を育む支援にも取り組んでいます。工作や
トランポリン・ボールを使った軽運動などの活動もできます。
※送迎等のエリアについてはご相談ください。

生活スキル・ソーシャルスキル

特徴

14：30～17：30 10：00～16：00

小1～高3 10名

グループ支援



事業所名

所在地 720-0311

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 有

対象年齢 定員 児童発達 無し

提供形態

主な療育内容

フリースペース

生活支援(生活スキル・ソーシャルスキル)，自由遊び，調理，工作，感覚遊び，運動・ゲーム，ダンス

特徴

・自由遊び　屋内では工作やダンスをしたり、おもちゃで遊んだりします。

・屋外へ散歩に出かけたり、敷地内外の公園や広場，夏は敷地内のプールなど、自然の中で遊びます。

・七夕やクリスマス会，節分など、季節や文化を感じる行事も行ないます。

・課題遊び各種目を1か月に1～3回実施します。小集団(5人前後)の活動を提供します。

・子どもたちの『できた』をともに喜び、困り感や悩みを聴き、思いに寄り添いながら、解決策を一緒に考えます。

自由遊び：集団／課題遊び：小集団，個別も有り

10：00～17：00(日曜、祝日を除く) 表

月～金／土(第1・2・4) 日・祝日・第3土・第5土・盆・年末年始

15：00～18：00 8：00～16：00

15：00～18：00 8：00～16：00※長期休みは延長18：00まで可

下校迎え：沼隈特別支援学校のみ／平日送り・休業日送迎：別途コース有り

小1～高3 18名

pukupuku@zeno.or.jp 3451500080

西部10

社会福祉法人「ゼノ」少年牧場　放課後児童デイサービスセンターぷくぷく

福山市沼隈町大字草深1212

084-987-0357(法人代表) 084-987-3185(法人代表)

至福山

至松永

至阿伏兎観音・鞆

ぷくぷく
●ローソン

●千年タクシー

●道の駅

●沼隈特別支援学校

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 729-0104

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 有

対象年齢 定員 児童発達 なし

提供形態

主な療育内容

8：45～16：45

「ゼノ」こども広場まつなが

084-934-3990 084-934-3990

9：30～19：00

kodomosmile@zeno.or.jp 3451500403

日・祝日・第2,5土・年末年始

8：00～18：30

10:00～19：00（日祝日を除く） 桑田

　これらのことを大事にしながら学齢期の療育を行ないます。

特徴

○活動内容
　・自由遊び：屋内（ホール、プレイルーム、屋上園庭）では、写し絵やプラ板などの工作、
　　すごろくやトランプなどのゲーム、ブロックや室内ブランコ遊具遊びなど子ども達が自分で
　　考えて遊びます。屋外では、近隣の公園で遊んだり、夏には近隣の川で遊ぶこともあります。
　　また、夏休み期間中には、屋上園庭にビニールプールを設置して水遊びをしたり、公共の
　　プールへ行くこともあります。

　・課題遊び：『工作』『クッキング』『感覚遊び』『運動・ゲーム』などのテーマを設定して
　　遊びの幅を広げます。

　・行事活動：クリスマス会や節分など季節や文化を感じることのできる活動もします。
　・発達検査：必要に応じて発達検査を行ない、子ども達の『ちから』を確認します。

○家族支援
　・相談：こども広場でお話を聞かせていただきます。
　・茶話会：ゆっくりとお茶しながら保護者同士で
　　話をする機会です。

○関係機関との連携
　・学校や他の放課後等デイサービス事業所、相談員などと
　　連携して話し合います。

　

福山市松永町5丁目2-21（松永東保育所の2階）

西部11

・自己肯定感を育てよう

・意欲を育もう

・ストレス対処行動を身につけよう

・話しをしよう

小1～小6 10名

当事業所が設定した停車場所までです。（自宅までの送迎はございません）

遊びを通した発達支援を行ないます。

集団・小集団

14：00～18：00

月～金／土※第1,3,4

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 729-0104

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 〇

対象年齢 定員 児童発達 ×

提供形態

主な療育内容

9：00～15：00

放課後等デイサービスかがやき松永

090-2800-5678 084-939-6370

14：00～17：30

k-4ka5day@mbr.sphere.ne.jp 3451501096

日・お盆・年末年始

9：00～15：00

10：00～18：00 村田

・ホースセラピー

特徴

福山市松永町5丁目15-9

西部12

・感覚統合遊び

・戸外学習

・ミュージックケア（音楽療法）

・学習支援

小1～高3 10名

片道20分圏内

さまざまな活動を取り入れ、その中でルール・マナーを学んでいきます

集団

14：00～17：30

月～土



事業所名

所在地 〒729-0115

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 有

対象年齢 定員 児童発達

提供形態

主な療育内容

西部13

放課後等デイサービス　なないろCLUB

　    福山市南今津町２３番

084-939-6306 084-939-8022

nanairoclub123@yahoo.co.jp

１0：00～１９：00 石岡

月～土 日曜日・お盆・年末年始

１0：00～１９：00 ９：０0～１８：０0

１３：00～１８：00 9：30～17：30

小1～高3 ２0名

集団活動、個別活動

運動遊び、生活支援、学習支援、集団活動、個別活動等

・

・

・

・

・

フリースペース

特徴

●学校までの迎え。自宅までの送迎します。

●パソコン技術の指導。

●教員免許を持った職員による学習指導。

●高齢者との交流の機会を持つ。（季節の行事に参加などして交流を図る）

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 729-0114

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 有

対象年齢 定員 児童発達

提供形態

主な療育内容

 株式会社ライフアシストは、日本全国で医療・福祉事業所を650以上を展開してい
る湖山医療福祉グループの一員です。
ライフ南手城では、生活スキルトレーニングを主軸とし、障がいのあるこどもたちの
将来に視点を置き、キッチンでのＩＨヒーターを使用した調理や炊飯、洗濯・洗濯の干
し方、たたみ方、掃除・身の回りの片付けなど必要な基本動作の支援を行っていま
す。また、対人関係を中心に、集団生活でのルールやおともだちとの関わり方、伝え
方など、必要な社会性を身につけることで、自立する力を育む支援にも取り組んで
います。サーキットやトランポリン・縄跳び・ボールなどを使った軽運動もできます。
※送迎等エリアについてはご相談ください。

生活スキル・ソーシャルスキル

特徴

14:30～17:30 10:00～16:00

小1～高3 10名

グループ支援

平日　　　　　１０：００～19：00
学校休業日　9：00～18：00

管理者：松村

月～土 日・祝日・お盆・年末年始

10:00～19:00 9:00～18:00

life-matsunaga@lifeassist-corp.com 3451500775

西部14

ライフ松永

広島県福山市柳津町2丁目3-32 北棟

084-939-5595 084-939-5559

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 721-0952

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 有

対象年齢 定員 児童発達 なし

提供形態

主な療育内容

jungle080123@gmail.com 3451500197

南部1

児童発達支援・放課後等デイサービス　じゃんぐる　ぷらは

福山市曙町5丁目1番21号

084-981-0015 084-981-0016

14：30～18：30 中原/濱砂

月～土 日・祝日・夏期・年末年始

13：00～19：00 09：30～18：30

☆関係機関との連携（保育所、小学校、医療機関）実施、要相談

　担当制でお子さんの発達状況に合わせた支援
●小集団（3人グループ）での子ども同士での関係作り、相互的やりとり活動
●感覚運動活動（トランポリン・スイングでのダイナミックな活動）
●協調性（微細運動）動作練習（切る・貼る・書く等　創作課題）
●日常生活活動self-care課題の取り組み
●学習基礎技能練習（鉄棒、縄跳びなど）
●学習支援(こどもの特性に合わせた学びの支援）

こどもの「自由性」「自発性」「自立性」を伸ばすために必要性や要求、展望を見つけて援助していく。

特徴

14：30～18：30 09：30～17：30

・基本送迎は保護者ですが、必要な場合は相談可。

小1～高3 10名

小集団、個別等

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 720-0952

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 有り（要相談）

対象年齢 定員 児童発達

提供形態

主な療育内容

フリースペース

当事業所は利用者様のお学校後の息抜き及び居場所づくりに重点を置き、
食育や農育を通じて利用者様が楽しいと思える居場所づくりに専念して
まいりました。
体験や活動においては特に陶芸の先生を招いて行う陶芸体験や食育を
通じての調理や農育で行う畑での活動や収穫に置いては保護者様及び
利用者様より頂いております。

生活支援

特徴

14：00～17：00 10：00～16：00

小1～高3 10名

個別及び集団療育

11：30～18：00 村上晃一

月～土 日・祝日・お盆・年末年始

14：00～17：00 10：00～16：00

k-murakami@miki-npo.jp 3451500692

南部2

放課後等デイサービス　未起

広島県福山市曙町3丁目29番28

084-917-8120 084-917-8120



事業所名

所在地 720-0825

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 有

対象年齢 定員 児童発達 あり

提供形態

主な療育内容

☆関係機関との連携（保育所、小学校、医療機関）実施、要相談

　担当制でお子さんの発達状況に合わせた支援
●小集団（3人グループ）での子ども同士での関係作り、相互的やりとり活動
●感覚運動活動3人グループ（トランポリン・スイングでのダイナミックな活動）
●協調性（微細運動）動作練習（切る・貼る・書く等　創作課題）
●日常生活活動self-care課題の取り組み
●学習基礎技能練習（鉄棒、縄跳びなど）
●学習支援(こどもの特性に合わせた学びの支援）

こどもの「自由性」「自発性」「自立性」を伸ばすために必要性や要求、展望を見つけて援助していく。

特徴

16：30～18：30 16：30～18：30

・基本送迎は保護者ですが、必要な場合は相談可。

小1～高3 2名

小集団、個別等

09：30～17：30 山根

月～土 日・祝日・夏期・年末年始

09：30～18：30 09：30～18：30

jungle080123@gmail.com 3451500239

南部3

児童発達支援・放課後等デイサービス　じゃんぐる　ＨＩＲＯ

福山市沖野上町二丁目６番３１号

084-982-7861 084-982-7862

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 720-0825

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 ×

対象年齢 定員 児童発達 ×

提供形態

主な療育内容

・療育時間内にSSTの時間も設け、運動以外にも社会性も学べます。

特徴

身体機能の土台を整えておくことで、学校での授業中の姿勢が崩れにくくなり、授業に集中しやす
くなったり、「見ながら、覚えて、ノートに書く」の連想した動きがスムーズになることで、板書もしや
すくなります。
聞いて反応する、見て反応する、記憶するなど、学校や社会の中で必要な力を養うことに運動療育
は効果的です。
集団の療育の中で、人との関わり方や、自分がどう行動するべきかも学ぶことが出来ます。
自分の力でできることが増えることで、自信にも繋がっていく。サンクスはこどもたちの未来につ
ながる支援を大切にしています！

福山市沖野上町6丁目3番38号

南部4

・事業所内にプールがある事業所です。温水プールなので年間通じてプール療育が可能です。

・運動に特化した事業所でコーディネーショントレーニングを基に運動療育を提供します。

・構造化など、環境設定にこだわり、こども達がより学びやすい環境設定をしています。

・保護者の方の相談支援にも幅広く対応しています。

小1～高3 10名

運動　（室内・プール）

平日　集団　　/  　土曜日・長期休暇　　小集団

16：00～18：00

月～土

10：00～17：00

サンクス運動療育クラブ

084-959-3106 084-959-3107

１0：00～19：00

info@s-u-n-x.jp 3451500510

日・祝日・夏期・年末年始

９：00～18：00

10:00～18:00 小林

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 720-0825

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 無

対象年齢 定員 児童発達

提供形態

主な療育内容

９：００～１７：００

ハッピーテラス沖野上教室

0８４－９９９－１４００ ０８４－９９９－１４０１

１３：００～１９：３０

okinogami@happy-terrace.com 3451500767

日・祝日・お盆・年末年始

９：００～１７：００

平日13:00～19:00／土・学校長期休業中9:30～16:30 末野

・ 余暇活動の充実を目指し、様々な遊びや活動の提案を行ったり、個々のアイディアを認め、一定の範囲内で自由に活動選択を行ったりする機会を設けています。

特徴

☑子どもは絶対に成長するという信念を持っています。

　絶対に成長すると信じて繰り返しトレーニングを行います。また，友だちと遊ぶ楽しさを作るた
めの関係づくりをプログラムを通して伝えていきます。

☑「自信」を持たせ，自立をめざします。

　できることを一つ一つ積み上げ，それを認めることで自信をもって自立し，生活に広がりを持た
せます。

☑アプローチ方法にこだわりません。

　特定のアプローチ方法にこだわらず，子どもが前向きに取り組むことができることをプログラム
に組み込みながらトレーニングを進めます。また，何事も繰り返し何度も伝え教えていきます。

広島県福山市沖野上町六丁目9番24号

南部5

・ 思いを的確に伝えることや相手の思いを理解して判断すること等、円滑なコミュニケーションを行う上で必要なスキルの獲得を目指したトレーニングを行います。

・ 物の整理やスケジュールの把握、時間確認等、生活の中で必要な技能の獲得や向上、その必要性の理解等を目指した支援を行います。

・ コーディネーショントレーニングを取り入れ、様々な動きに慣れるとともに、スムーズな身体操作を行うことが出来るよう支援します。

・ 学習習慣の定着を目指した支援を行います。発達段階に合わせて、自ら取り組み方を決めて学習を進めることに慣れることができるように支援します。

小1～高3 10名

ソーシャルスキルトレーニング・学習支援・運動・生活技能等

集団

１３：３０～１９：３０

月～土

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 720-0954

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎

対象年齢 定員 児童発達 あり

提供形態

主な療育内容

asaka@soujukai-fukuroku.or.jp 3451500155

南部6

ONE-すてっぷ

福山市卸町11番5号

084-959-2820 084-959-2830

9：00～18：00 中常

月～日 1月1日～3日、8月14日～15日、12月31日、毎月第3日曜日

10：00～18：30 8：00～18：30

フリースペース

・グループ療育と休日の
長時間利用を含む余暇
支援活動を提供してい
ます。

身体運動、音楽リズム、創作活動、感覚遊び、英語（リスニング、会話）

特徴

14：00～18：30 9：00～17：00（延長あり）

＊送迎は、原則としては保護者の方にお願いしていますが、ご相談に応じます。

小1～高3 ２0名

集団療育

時間

15:30 順次おやつ

あそび（ｳｵｰﾐﾝｸﾞ

ｱｯﾌﾟ）

16:00 はじめの会

16:10 活動①（40分）

17:00 おわりの会

自由あそび

17:30 送迎及び迎え

で帰宅

時間

8:30 順次来所

あそび（ｳｵｰﾐﾝｸﾞ

ｱｯﾌﾟ）

10:00 AMはじめの会

10：10 活動①（40分）

10:50 お茶・トイレ

11:00 活動②（40分）

11:40 AMおわりの会

11:50 昼食準備

時間

12:45         昼食後（片付け

・掃除）

13:10         PMはじめの会

13:20         活動③（40分）

14:00 お茶・トイレ

14:10 活動④

14:50 PMおわりの会15:00

おやつ

15:30 あそび

16:00 送迎及び迎え

日課 学校終了後 日課 学校休業日

●島谷病院

●
福山卸センター

↑
入江大橋

↓芦田川大橋

→
福山港

●ロ－ソン

●

●日産

●

コロナワールド

卸センター入口

曙町4丁目

●マクドナ

ルド

新涯中央

■

ONE-すてっぷ

卸町(中)

P

●びんご歯科

クリニック

ファミリー
マート

新涯中央東

●

佐川急便

●ガスト

北



事業所名

所在地 721-0954

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 要相談

対象年齢 定員 児童発達 無し

提供形態

主な療育内容

・学習力・運動機能・社会性・生活力を育むための活動を行います。
・個別活動では宿題や課題プリント、脳トレ等の学習支援と心理士によるソーシャルスキ
ル学習を行っています。頑張ったことに対して、賞賛やご褒美などわかりやすい評価をし
ます。
・グループ活動では、運動、遊び、クライミング、買い物、クッキング等を行っています。「楽
しい」「やってみたい」と思えるような活動を行いながら『挑戦する気持ちを』育みます。子
どもたちの主体性を大切に、チームで協力する場面を作り、自分たちで考えたり、選んだ
り、決めたりすることを大切にしています。

運動・生活支援・学習支援・ソーシャルスキル

特徴

15：00～18：00 9：30～16：30／10：00～16：00

小1～高3 10名

個別活動を含む小集団活動

10:30～19:30 大川

月～土 日・祝日・夏期・年末年始

10：30～19：30 9：00～17：00

funtas@soujukai-fukuroku.or.jp 3451500742

南部7

ふぁんたす

福山市卸町11-4(2階）

084-982-5575 084-982-5576

●島谷病院

●
福山卸センター

↑
入江大橋

↓芦田川大橋

→
福山港

●ロ－ソン

●

●日産

●

コロナワールド

卸センター入口

曙町4丁目

●マクドナ

ルド

新涯中央

■

ふぁんたす

卸町(中)

P

●びんご歯科

クリニック

ファミリー
マート

新涯中央東

●

佐川急便

●ガスト

北



事業所名

所在地 720-0822

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 〇

対象年齢 定員 児童発達 ×

提供形態

主な療育内容

3451500478

松井　

南部8

放課後等デイサービス　LINK PLUS

広島県福山市川口町2－6－29

084-981-0255 084-981-0256

asunoba@gmail.com

10：00～19：00

フリースペース

月～金 現在土曜日休止中・日・年末年始

10：00～19：00 09：30～18：30

15：00～18：00 10：00～17：00

小1～高3 10名

集団

運動

特徴

運動療育を中心とした支援を行っており、日常生活で必要な筋力・バランス感覚・俊敏
さ・体力等を身につけることができます。運動をすることで身体的な効果だけでなく、
できなかった運動ができるようになった時の喜びや達成感を子どもたちや先生・保護
者の方と共有することで子どもたちの自信につながり自己肯定感を高めることがで
きます。活動中は全体的にメリハリをつけているため忍耐力や集中力、大人・子どもと
の接し方（コミュニケーション能力）も身につきます。長期休暇日や祝日はクッキングや
製作、公園に遊びに行ったりと室内だけでなく外でも思い切り身体を動かし色々な体
験ができるようプログラムを組んでいます。

mailto:asunoba@gmail.com
mailto:asunoba@gmail.com
mailto:asunoba@gmail.com


事業所名

所在地 720-0822

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎

対象年齢 定員 児童発達

提供形態

主な療育内容

10：00～16：00

ウィズ福山川口

084-981-1439 084-981-1440

10：00～18：00

fukuyamakawaguchi.with@gmail.com 3451501047

日・年末年始

9：00～18：00

10：00～18：00 梅田

支援もしています。

特徴

フリースペース

福山市川口町1-9-3

南部9

ウィズ川口は小学校高学年～中学生中心で社会に適応できるよう自立に向け

て個々にあった支援をしています。簡単な料理を作れるようになったり個々の

趣味、興味に合わせた生きる力を身につける事に力を入れています。

またドローンの操縦やプログラミングなど社会での活躍の場が広がるような

小4～高3 10名

将来を見据え、日常生活での自立を目標に活動しています。

グループ支援

14：00～18：00

月～土



事業所名

所在地 721-0955

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 有

対象年齢 定員 児童発達 有(5名)

提供形態

主な療育内容

LINK　PLUS同様“できない”から“できる”を増やし自信へと繋がる支援を行います。

特徴

福山市新涯町1丁目27-6

南部10

・学習・・・集中して時間内に終わらせるという習慣を身につけわからない問題にもしっかりと挑戦できるように支援を行います。

SST・・・小集団の中で友達や先生との関わりの時間を大切にしながら生きていくうえで必要な力が身に付くよう支援を行います。

・その他・・・・・・コミュニケーションはもちろん礼儀・マナーなど身辺自立できるようしっかり練習を行いながら支援を行いま
す。運動療育は生活の基盤となる体幹・筋力がつくよう支援を行います。農業体験は専用庭で家庭菜園を行います。

長期休暇・・・クッキング・制作・外出などいろいろな活動を行います。

３歳～１８歳 １０名

放課後等デイサービス

学習支援・SST・その他(生活スキル・運動療育・創作活動・農業体験・対外活動等)

小集団

10：00～13：00
15：00～18：00

月～金

09：00～12：00
13：00～17：00

児童発達支援・放課後等デイサービス　ami plus

084-999-3282 084-999-3283

09：30～18：30

amiplus2019@gmail．com 3451501039

土・日・祝日・年末年始・お盆休み

08：30～17：30

08：30～19：00 桑田

2021年4月より多機能型デイサービス。児童発達支援は運動療育、

放課後等デイサービスはSST、学習、生活スキル等を行います。

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 721-0955

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎

対象年齢 定員 児童発達 無

提供形態

主な療育内容

・必要に応じて個別に支援することもある

特徴

フリースペース

南部11

・異学年交流を中心とした活動

・利用者主体のルールづくり

・クッキングだけでなく自分たちで野菜を育て、好き嫌いを無くすなどの食育活動

・多種多様のイベントに参加する事で意欲の向上を目指している

小1～小6 10名

社会性、コミュニケーション能力の向上、自立に向けての支援

集団

13：30～18：00

月～土・祝日

10：00～16：00

放課後等デイサービス　ウィズ福山新涯

084-957-2207 084-957-2208

10：00～18：00

fukuyamashingai.with@gmail/com 3451500585

日曜日・年末年始

10：00～16：00

10:00～18：00 菅　悠喜



事業所名

所在地 720-0202

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 有

対象年齢 定員 児童発達 〇

提供形態

主な療育内容 余暇・運動

特徴
歴史文化や自然豊かな環境の中で、地域の方との交流や近くの海で魚釣り等、地
域資源を活用し様々な経験や体験が出来るよう、支援を行っています。

フリースペース

15：00～18：00 9：30～16：00

小1～高3 10名

集団

9：00～19：00 羽田

月～土 日・夏期・年末年始

9：00～19：00 8：30～17：30

sakuranbo@tomo-skurahome.net 3451500270

南部12

さくらんぼ

福山市鞆町後地1576-1

084-982-5868 084-982-5869

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 720-0202

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 有

対象年齢 定員 児童発達 ×

提供形態

主な療育内容 余暇・運動

特徴
歴史文化や自然豊かな環境の中で、地域の方との交流や近くの海で魚釣り等、地
域資源を活用し様々な経験や体験が出来るよう、支援を行っています。

フリースペース

15：00～18：00 9：30～16：00

小1～高3 10名

集団

9：00～19：00 羽田

月～土 日・夏期・年末年始

11：00～20：00 8：30～17：30

sakuranbo@tomo-skurahome.net 3451500270

南部13

さくらんぼ星の家

福山市鞆町後地1577

084-982-5868 084-982-5869

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 720-0832

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 なし

対象年齢 定員 児童発達 あり※
医療型児童発達支援センター

提供形態

主な療育内容 コミュニケーションスキル，カウンセリング，保護者支援，関係機関連携　等

特徴
医療機関併設の為，医療的サポートを含めた療育を行っています。
デイサービス利用に伴い受給者証取得までのお手伝いをさせていただきます。
(園内の相談支援事業所との連携を行っています。)

10：00～18：00 10：00～18：00

小1～高校卒業まで 10名

個別，小集団　等

10：00～18：00 瀬尾

月～金/土(月１回) 土・日・祝日・年末年始

10：00～18：00 10：00～18：00

fukuyamawakakusa@hiroshima-wsc.jp 3451500064

南部14

広島県立福山若草園放課後等デイサービス事業所

福山市水呑町4357番地水呑三新田42-1

084-968-0230 084-956-1131

地図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

380

ハローズ

水呑店

芦
田
川

エクセル

福山駅方面

鞆の浦方面 東城方面



事業所名

所在地 720-1262

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 無

対象年齢 定員 児童発達 無

提供形態

主な療育内容

（土）9：00～16：30

放課後等デイサービス　くむくむ

084-959-4196 084-959-4198

10：30～19：00

kumukumu@hmwr.co.jp 3451500635

日・祝日・夏期・年末年始

（土）8：30～17：00

10:30-18:45
(土）9：00-17：00

白石

特徴

フリースペース

福山市芦田町下有地1316-2

北部1

・個の特性・学び方に応じた個別対応での学習支援（約50分/1回）

・お子さまの様子・発達課題により少人数（グループ）支援

・くむくむでの課題や宿題を通して、子ども達の得意・不得意や学び方に寄り添います。

・保護者様には、支援後短時間ではありますが、支援の内容や気づきをお伝えします。

小1～高3 10名

学習支援

個別・小集団

10：30～18：00
18：30までの延長有

月～土

建物の横には

広い駐車ス

この看板が目印で

ひとりひと

り パーテ-ショ

ンの設置をして

自然に囲まれた

静かな環境の中で

過ごすことが

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 720-1141

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎

対象年齢 定員 児童発達

提供形態

主な療育内容

tw@advance2003.com

北部2

放課後等デイサービス　あそＬａｂｏ☻　（きらり☆グループ）

福山市駅家町江良154-1

084-983-1318 084-983-1308

9：30～18：30 下垣内

月～金 土・日・祝日・夏期・年末年始

9：30～18：30 8：30～18：00

コミュニケーション・ソーシャル・ラーニング　３つのスキルを支援し、子ども達の「楽しい」を育てます。

特徴

昔の日常→今の非日常→遊び♪
薪とかまどを使ってご飯を炊いたり♪畑をしたり♪収穫した野菜や果物で保存食を
作ったり♪たくさんの遊び（昔の日常）を通し、異年齢の友達との関わりの中で「コミュ
ニケーション・ソーシャル・ラーニング」３つのスキルを育てます！

その他、行事・お出かけ・ワークショップ・きらりグループ他事業所との合同行事も楽しん
でください！

★遊びを通して自然な形で身についたスキルは、成功体験を積み重ねることで強化され、子ども
達の自信に繋がると考えます！

下校～18：00 9：30～17：00

小1～高3 10名

集団　　



事業所名

所在地 ７２０－１１４１

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 ×

対象年齢 定員 児童発達 ×

提供形態

主な療育内容

manabinohiroba201710@gmail.com 3451500825

北部3

まなびのひろば　駅家教室

福山市駅家町大字江良２６７－１

０８４－９９９－０１６７ ０８４－９９９－０１６８

10：00～19：00 山川

月～土　(土は2回/月) 日・祝日・夏期・年末年始

１０：00～１９：00 １０：00～１９：00

　学習支援のプログラムを取り入れた療育に特化した放課後デイサービス・児童
発達支援事業所です。子どもの特性に合わせたプログラムで多種多様な学びを
提供し、学習に対する苦手意識の軽減や自分にあった学習のやり方などをサ
ポートします。子どもたちが自分自身のことを知り、自分に合った形で学びを深
めることができる場所を提供できるように努めています。

学習支援

特徴

１５：00～１９：00 １０：00～１８：00

小１～高3 10名

個別療育（土曜は小集団活動あり）

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 720-1133

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 有

対象年齢 定員 児童発達 あり

提供形態

主な療育内容

☆関係機関との連携（保育所、小学校、医療機関）実施、要相談

　担当制でお子さんの発達状況に合わせた支援
●学習支援(こどもの特性に合わせた学びの支援）
●小集団（3人グループ）での子ども同士での関係作り、相互的やりとり活動
●協調性（微細運動）動作練習（創作課題）
●学習基礎技能練習（鉄棒、縄跳びなど）

こどもの「自由性」「自発性」「自立性」を伸ばすために必要性や要求、展望を見つけて援助していく。

特徴

14：30～18：30 09：30～17：30

・基本送迎は保護者ですが、必要な場合は相談可。

小1～高3 8名

小集団、個別等

14：30～18：30 竹上

月～土 日・祝日・夏期・年末年始

13：00～18：30 09：30～18：30

jungle080123@gmail.com 3451500817

北部4

じゃんぐる学院

福山市駅家町近田４７７番地１０

084-977-0033 084-977-0445

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地
720-
1133

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 有

対象年齢 定員 児童発達 有

提供形態

主な療育内容

お子さんたちの得意な部分を活かした集団・小集団の活動を展開しています。遊びやゲームを通してソーシャルスキ
ルを身につけ、友達と楽しく遊んでほしいと工夫しているところです。

・宿題を中心とした、個の特性・学び方に応じた学習支援
・日常生活における基本動作や生活スキルの向上
・創作や作業活動等、楽しい活動を通してのコミュニケーションスキルの向上
・集団活動やゲームを通してのソーシャルスキルトレーニング
・公園遊び等の野外活動を通しての運動体験、体力づくり
・お子様の成長を肯定的に見守れるように支援するための保護者様との相談や面談
・保育所等訪問支援・学校・相談支援事業所等の関係機関と連携

生活能力向上のための療育を行い、自立を促進するとともに、放課後等の居場所を提供する。

特徴

14：45～17：30 10：00～16：00

一部エリアによります。送迎についてはご相談ください。

小1～高3 10名

集団・小集団・個別

10：00～19：00 石塚

月～土 日・祝日・夏期・年末年始

10：30～19：00 9：00～17：30

room@hmwr.co.jp 3451500569

北部5

ひまわりルーム

福山市駅家町近田621-1

084-999-0117 084-999-0115

今日の予定

しっかり洗おう

学習室

2021年2月15日、ひまわりルームは移転しました❣

近田第１公園

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 720-1141

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 有

対象年齢 定員 児童発達 無

提供形態

主な療育内容

１０：00～１６：00

放課後等デイサービス　ぽかぽか

084-999-0113 084-999-0116

１０：３０～１９：００

pokapoka@hmwr.co.jp 3451500577

日・祝日・夏期・年末年始

９：00～１７：３0

１０：00～１９：00 平田

・高校生を中心としたソーシャルスキルトレーニング。

特徴

・利用者一人ひとりの気持ちや個性を大切に「楽しく遊ぶ・学ぶ、個性をはぐくむ」を基本として、
日常生活に必要なマナーや生活スキル、コミュニケ―ション能力を身につけ、社会で自立する
お手伝いとご家族の方が安心できる質の高い療育支援を目指しています。
　
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ・様々な活動を経験し、よりよい余暇の過ごし方を支援します。

　学校終了後　　　　　　　   　   　　　　 ・異年齢の子どもやスタッフと活動し、その幅を広げられるよう支援します。
　14:00　　順次来所       　　 　　　　 ・集団の中での生活習慣や社会性の向上を支援します。
　16:00　　はじめの会　   　　　　　　 ・子どもの興味を活かして、コミュニケーション力を高めるようにします。
　16:10　　活動
　17:２0　　おわりの会

　休業日
　10:00　　順次来所
　10:30　　はじめの会
　10:45　　活動
　12:00　　昼食
　13:30　　活動
　15:45　　おわりの会

福山市駅家町江良44-3

北部6

・宿題を中心とした、個の特性・学び方に応じた学習支援。

・公園遊び・魚釣り・菜園活動等の野外活動を通しての運動体験、体力づくり、感覚の調整。

・創作活動や作業活動。

・菜園で収穫した野菜を使ってのクッキング体験。

小1～高3 10名

一部エリアによります。送迎についてはご相談ください。

集団活動での療育や放課後生活の充実、長期休暇の余暇活動を行う。

集団・小集団・個別

１４：４５～１７：３0

月～土

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 〒729-3103

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 あり

対象年齢 定員 児童発達 無

提供形態

主な療育内容

yuyu-shinichi@k-yuyu.com 3451500361

北部7

夢門塾　ゆうゆう新市

　福山市新市町888

0847-51-3300 0847-51-3226

10：00～19：00 大下

月～土 日・12/31～1/3

10：00～19：00 8：30～17：30

夢門塾の三本柱：3つのプログラム

運動プログラム・学習プログラム・生活プログラム

特徴

15：00～18：00 10：00～16：00

小1～高3 10名

集団

15：00～ 随時送迎、来所→健康チェック、おやつ、始まりの会

16：00～ 個別活動：学習（数字遊び、言葉遊び、英語遊びなど）

17：00～ 集団活動：運動（マット運動、ボール遊び、卓球、公園など）

18：00～ DVD、帰る支度、トイレ、目標シール、終わりの会

18：00～ 送迎

10：00～ 随時送迎、来所→健康チェック、始まりの会

10：30～ 個別活動：学習（数字遊び、言葉遊び、英語遊びなど）

11：30～ 集団活動：運動（マット運動、ボール遊び、卓球、公園など）

12：00～ 昼食（各自持参）、休憩

13：00～ ゆっくり過ごす時間（DVD、読書）

14：00～ 集団活動：運動（マット運動、ボール遊び、卓球、公園など）

15：00～ おやつ

15：30～ DVD、帰り支度、トイレ、目標シール、終わりの会

16：00～ 送迎

運動プログラム
集団での運動を取り
入れることにより、友
だちから学んだり、自
分の役割を認識した
り、子ども同士で成長
しあえる環境作りをし

学習プログラム
家庭では感じる事の出
来ない、周りの友達の
頑張っている姿を見る
ことが刺激。学習は困
難の原因を見極めるこ
とが支援の第一歩。

生活プログラム
日常生活や社会活動
に必要な力を身につけ
ることを目的としていま
す。

放課後

学校休業日

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 〒720－0017

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 〇

対象年齢 定員 児童発達 無

提供形態

主な療育内容

地図

運動・生活支援

特徴

・重症心身障害児対象・・・生活介護5名・放課後等デイサービス５名の１０名定員

・医療的ケアがあってもご利用できます

・福山特別支援学校へのお迎えと降所時にはご自宅又は中継地点まで送迎します

・休業日には個々の食事形態に合わせた昼食の提供を行います

・アットホームな雰囲気の中で色々な活動を行います

個別・集団

9:30～１８：３０ 若林・古屋

平日（月～金） 土・日・祝日・お盆４日・年末年始６日

15：00～17：00 9：３０～１５：３０

15：00～17：00 9：３０～１５：３０

小学部１年生～高等部３年生
（重度心身障害児） ５名

kaze.no.556@swan.ocn.ne.jp 3451501153

北部8

多機能型事業所　アルピナ

福山市千田町３丁目６５番６号

084-959-6878 084-959-3878

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 720-0017

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 あり

対象年齢 定員 児童発達 あり

提供形態

主な療育内容

kaze-no-omoi@kaze-hp.com 3451500213

北部8

障害福祉サービス事業所　風

福山市千田町2丁目15番25号

084-982-8585 084-955-8850

10：00～17：00 今川

月～金 土・日・祝日・夏期・年末年始

10：00～17：00 9：00～16：00

・重症心身障がい児を対象としております。看護師が常駐しており、医療的ケア
に対応した支援・送迎を行っております。
・一人ひとりの個性を尊重し、自己の欲求に基づいた生活を送れる力を培い、自
分らしい生活が送れるように支援をしていきます。
・季節を感じる歌やあそび、制作、パネルシアターなど、いろいろな体験や経験を
積み重ねていきます。
・スヌーズレン・ムーブメント療法・音楽活動など、必要な療育を行います。

機能訓練、生活支援

特徴

15：00～17：00 9：30～15：30

小1～高3 5名

集団、個別

玄関

スヌーズレンルーム

指導訓練室



事業所名

所在地 720-0002

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 有

対象年齢 定員 児童発達 あり

提供形態

主な療育内容

☆関係機関との連携（保育所、小学校、医療機関）実施、要相談

　担当制でお子さんの発達状況に合わせた支援
●小集団（6人グループ）での子ども同士での関係作り、相互的やりとり、設定活
動（朝の会～設定活動～日常生活動作援助）
●感覚運動活動3人グループでの子ども同士での関係作り、相互的やりとり（ト
ランポリン・スイングでのダイナミックな活動）
●協調性（微細運動）動作練習（切る・貼る・書く等　創作課題）
●日常生活活動self-care課題の取り組み
●学習基礎技能練習（鉄棒、縄跳びなど）
●学習支援(こどもの特性に合わせた学びの支援）

こどもの「自由性」「自発性」「自立性」を伸ばすために必要性や要求、展望を見つけて援助していく。

特徴

09：30～17：30 09：30～17：30

・基本送迎は保護者ですが、必要な場合は相談可。

小1～高3 2名

集団、小集団、個別等

09：30～17：30 岩瀬

月～土 日・祝日・夏期・年末年始

09：30～18：30 09：30～18：30

jungle080123@gmail.com 3451500148

北部10

児童発達支援・放課後等デイサービス　じゃんぐる

福山市御幸町下岩成字中町３１７番地１

084-983-1157 084-983-1167

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 720-0004

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 あり

対象年齢 定員 児童発達 あり

提供形態

主な療育内容

9：00～15：00

放課後等デイサービス　遊

084-983-0313 084-983-0314

14：00～18：00

takinogata-you@outlook.jp 3451500000

日・祝日・夏期・年末年始

8：00～16：00

8:30～18：00（084-982-7266） 青山　則子

・専門職による知識・技術・連携(看護師・理学療法士・保育士・機能訓練担当職員・栄養士)

特徴

フリースペース

福山市御幸町中津原1750-6

北部11

・重症心身障がい児対象　

・医療的ケア対応

・リハビリ  /  動作訓練　/　入浴

・個々の形態に合わせた食事提供　（　ペースト食・ミキサー食・マッシュ・きざみ食）

小1～高3 5名

音楽療法　ミュージック・ケア　感覚統合　ブームメント療法　スヌーズレン

個別対応

15：30～17：00

月～金

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 720-0003

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 〇

対象年齢 定員 児童発達 〇（併設）

提供形態

主な療育内容

mumon-miyuki@k-yuyu.com 3451500916

北部12

夢門塾　ゆうゆう御幸

広島県福山市御幸町森脇426-1　青空ビル2階

084-999-4545 084-999-4546

10:00～19：00 髙田

月～金 土日・12/31～1/3

10：00～19：00 8：30～17：30

運動・学習・生活

特徴

夢門塾の三本柱：3つのプログラム

15：00～18：00 10：00～16：00

小1～高3 10名

集団

運動プログラム
集団での運動を取り
入れることにより、友
だちから学んだり、自
分の役割を認識したり、
子ども同士で成長し
あえる環境作りをしま

学習プログラム
家庭では感じる事の出
来ない、周りの友達の
頑張っている姿を見る
ことが刺激。学習は困
難の原因を見極めるこ
とが支援の第一歩。

生活プログラム
日常生活や社会活
動に必要な力を身に
つけることを目的とし
ています。

15：00～ 随時送迎、来所→健康チェック、おやつ

15：30～ 個別活動：学習（宿題、製作活動）

16：30～ 集団活動：運動（体力づくり、感覚統合）

17：15～ DVD、帰る支度、トイレ

10：00～ 随時送迎、来所→健康チェック

10：30～ 個別活動：学習（宿題、製作活動）

11：30～ 集団活動：運動（体力づくり、感覚統

合）

12：00～ 昼食（各自持参）、休憩

13：00～ ゆっくり過ごす時間（DVD、読書）

14：00～ 集団活動：運動（体力づくり、感覚統

合）

放課後 15：00～18：

学校休業日 10：00～16：00



事業所名

所在地 726-0002

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎

対象年齢 定員 児童発達 ５名

提供形態

主な療育内容

★幼少期から将来へ～年齢や特性に応じた療育支援★

「きらり☆→きらりあっぷ☆→きらりぷらす☆」３つの事業所でしっかりとした連携＆異なるアプローチに
よって、子ども達にとってより良い環境を作り、療育支援を継続的に充実させる事が出来るよう努力して
います。

★児童発達支援・・・（定員５名）制作・クッキング・感覚遊びなど
少人数での活動や遊びを通して一つ一つ、小さな「できた」を積み重ねることで自己肯定感を高
めていく事が出来るようカリキュラムを組んでいます。

★放課後等デイサービス・・・（定員５名）遊び・クッキング・制作・SST・レク・お出かけ
３つのスキルを遊びの中で実践的に学べるよう支援を行っています。　SSTの時間では「見る・聞
く・待つ」のラーニングスキルも身につくよう支援します。

★月に１回程度行事があります！
BBQ・ワークショップ・クッキング・おでかけ等、保護者様と一緒に楽しむこともあります！

コミュニケーション・ソーシャル・ラーニング　３つのスキルを支援し、子ども達の「楽しい」を育てます。

特徴

（児童）10：00～13：00
下校～18：00 9：30～17：00

３歳～高3 10名

集団　　小グループ制

9：30～18：30 木村

月～金 土・日・祝日・夏期・年末年始

9：30～18：30 8：30～18：00

tw@advance2003.com 3451700078

北部13

児童発達支援・放課後等デイサービス　きらり☆

府中市鵜飼町681-1　ふれあいホームうかい内

0847-54-2170 0847-54-2167



事業所名

所在地 726-0002

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎

対象年齢 定員 児童発達

提供形態

主な療育内容

tw@advance2003.com 3451700094

北部14

放課後等デイサービス　きらりあっぷ☆

府中市鵜飼町579-3

0847-54-2999
（問い合わせは0847-54-2170）

0847-54-2997

9：30～18：30 佐藤

月～金 土・日・祝日・夏期・年末年始

9：30～18：30 8：30～18：00

コミュニケーション・ソーシャル・ラーニング　３つのスキルを支援し、子ども達の「楽しい」を育てます。

特徴

★コミュニケーション
きらり☆で学んだコミュニケーションスキルを活かし・振り返りながら遊びます。用意してある玩
具は、他社と関わりあいながら遊ぶものを揃えています。
★ソーシャル
きらり☆で「職員と一緒に」「職員を通して」行っていたことを、きらりあっぷ☆では少し自立性を
持たせています。自分で確認し、振り返る事が出来るよう工夫し、手助けをしながら自信につなげ
ていきます。
★ラーニング
SSTを事業形式で行っています。自分とは違う考えや気持ちに触れることや、共感するなど、子
ども達の学ぶ力を育てています。また、「見る・聞く・待つ」力が身につきます。

★幼少期から将来へ～年齢や特性に応じた療育支援★

「きらり☆→きらりあっぷ☆→きらりぷらす☆」３つの事業所でしっかりとした連携＆異なるアプローチに
よって、子ども達にとってより良い環境を作り、療育支援を継続的に充実させる事が出来るよう努力して
います。

下校～18：00 9：30～17：00

小1～高3 10名

集団　　



事業所名

所在地 726-0002

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 あり

対象年齢 定員 児童発達 なし

提供形態

主な療育内容

9：00～18：00

放課後等デイサービス　くれよん

0847-54-2690 0847-54-2691

9：00～18：00

kureyon@knh.biglobe.ne.jp 3451700060

日・年末年始

9：00～18：00

9：00-18：00 石丸

・長期休暇(土曜、祝日）の15：00～18：00は日中一時支援で対応しています。

特徴

フリースペース

広島県府中市鵜飼町532-3

北部15

・個別(小集団）対応をベースに学習(宿題）の指導もしています。

・土曜日、祝日、長期休暇などは外に出てなるべく自然に触れるように

散歩や公園などであそびます。

・ゆったりしたふれあいやおちついてのんびり出来る事を大切にしています。

小1～高3 10名

学習支援等（運動、生活支援）

小集団

9：00～18：00

月～土

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 726-0013

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 〇

対象年齢 定員 児童発達 ×

提供形態

主な療育内容 運動プログラム・学習プログラム・生活プログラム

特徴

夢門塾の三本柱：3つのプログラム

15：00～18：00 10：00～16：00

小1～高3 10名

集団

10：00～19：00 澤田

月～土 日・年末年始（12/31～1/3）

10：00～19：00 8：30～17：30

mumon-takagi@k-yuyu.com 3451700037

北部16

夢門塾　ゆうゆう高木

広島県府中市高木町20番地1

0847-40-0100 0847-40-0120

運動プログラム
集団での運動を取り
入れることにより、友
だちから学んだり、自
分の役割を認識したり、
子ども同士で成長し
あえる環境作りをしま

学習プログラム
家庭では感じる事の出
来ない、周りの友達の
頑張っている姿を見る
ことが刺激。学習は困
難の原因を見極めるこ
とが支援の第一歩。

生活プログラム
日常生活や社会活
動に必要な力を身に
つけることを目的とし
ています。

15：00～ 随時送迎、来所→健康チェック、おやつ

16：00～ 個別活動：学習（宿題、公文、製作活動）

17：00～ 集団活動：運動（体力づくり、感覚統合）

17：30～ DVD、帰る支度、トイレ

10：00～ 随時送迎、来所→健康チェック

10：30～ 個別活動：学習（宿題、公文、製作活動）

11：30～ 集団活動：運動（体力づくり、感覚統合）

12：00～ 昼食（各自持参）、休憩

13：00～ ゆっくり過ごす時間（DVD、読書）

14：00～ 集団活動：運動（体力づくり、感覚統合）

15：00～ おやつ

15：30～ DVD、帰り支度、トイレ

放課後 15：00～18：00

学校休業日 10：00～16：00

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 726-0013

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 〇

対象年齢 定員 児童発達 ×

提供形態

主な療育内容

mumon-takagi@k-yuyu.com 3451700052

北部17

夢門塾　ゆうゆう高木２組

広島県府中市高木町20番地1

0847-40-0100 0847-40-0120

10：00～19：00 桒田

月～土 日・年末年始（12/31～1/3）

10：00～19：00 8：30～17：30

夢門塾の三本柱：3つのプログラム

運動プログラム・学習プログラム・生活プログラム

特徴

15：00～18：00 10：00～16：00

小1～高3 10名

集団

運動プログラム
集団での運動を取り
入れることにより、友
だちから学んだり、自
分の役割を認識したり、
子ども同士で成長し
あえる環境作りをしま

学習プログラム
家庭では感じる事の出
来ない、周りの友達の
頑張っている姿を見る
ことが刺激。学習は困
難の原因を見極めるこ
とが支援の第一歩。

生活プログラム
日常生活や社会活
動に必要な力を身に
つけることを目的とし
ています。

15：00～ 随時送迎、来所→健康チェック、おやつ

16：00～ 集団活動：運動（体力づくり、感覚統合）

17：00～ 個別活動：学習（宿題、公文、製作活動）

17：30～ DVD、帰る支度、トイレ

10：00～ 随時送迎、来所→健康チェック

10：30～ 個別活動：学習（宿題、公文、製作活動）

11：30～ 集団活動：運動（体力づくり、感覚統合）

12：00～ 昼食（各自持参）、休憩

13：30～ 集団活動：運動（体力づくり、感覚統合）

15：00～ おやつ→ゆっくり過ごす時間（DVD、読書）

15：30～ DVD、帰り支度、トイレ

16：00～ 送迎

放課後 15：00～18：00

学校休業日 10：00～16：00



事業所名

所在地 726-0003

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎

対象年齢 定員 児童発達

提供形態

主な療育内容 コミュニケーション・ソーシャル・ラーニング　３つのスキルを支援し、子ども達の「楽しい」を育てます。

特徴

★コミュニケーション
きらり☆→きらりあっぷ☆で培ったスキルを十分に発揮しながら、楽しく過ごす中で自信を育て
ます。
★ソーシャル
様々な体験の中で自立性が育つよう、過ごし方に工夫をしています。　きらり☆・きらりあっぷ☆
のお手本になって活動することもあります。
★ラーニング
漢字学習や工作教室を通して、学習に対するポジティブな取り組みが出来るよう支援をしていま
す。

★幼少期から将来へ～年齢や特性に応じた療育支援★

「きらり☆→きらりあっぷ☆→きらりぷらす☆」３つの事業所でしっかりとした連携＆異なるアプローチに
よって、子ども達にとってより良い環境を作り、療育支援を継続的に充実させる事が出来るよう努力して
います。

下校～18：00 9：30～17：00

小1～高3 10名

集団　　

9：30～18：30 妹尾

月～金 土・日・祝日・夏期・年末年始

9：30～18：30 8：30～18：00

tw@advance2003.com 3451700102

北部19

放課後等デイサービス　きらりぷらす☆

府中市元町271-1　元町ふれあいセンター内

0847-40-0066
（問い合わせは0847-54-2170）

0847-40-0067



事業所名

所在地 720-2125

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎

対象年齢 定員 児童発達

提供形態

主な療育内容

９：３0～１５：３０

神辺育成会　放課後等デイサービス事業所

０８４－９６０－３７２２ ０８４－９６０－３７２３

１４：00～１８：３０

kanabe-ikuseikai@cyber.ocn.ne.jp 3451500106

日・祝日・夏期・年末年始

９：３0～１５：３０

10：00～19：00 諏澤　　隆

みどり活動　　　　野菜や花の植付をやり収穫したものを利用者で調理して食す

特徴

フリースペース

福山市神辺町新徳田二丁目１６２番地

北東1

・音楽活動　　　　　曲に合わせて歌を歌う・歌に合わせて楽器を演奏する

・体づくり　　　　　ラジオ体操・縄跳び・筋トレ・ストレッチ・サーキットトレーニング

集団遊び　　　　　転がしドッヂボール・散歩・ゲーム等

創作活動　　　　　カレンダーづくり・アクセサリーづくり

小1～高3 10名

有り

　運動・生活支援・学習支援

 集団・小集団

14：00～18：30

月～土



事業所名

所在地 720-2103

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 有

対象年齢 定員 児童発達 なし

提供形態

主な療育内容

niko.niko@joy.ocn.ne.jp 345150064

北東2

てご

広島県福山市神辺町西中条1099-4

084-960-2020 084-960-2025

小集団のグループ（3名程度）で活動します。

9:15 ～ 17:45 西田

月～土 日・祝日・夏期・年末年始

9：15～18：00 9：15～18：00

13：45～17：45 10：00～17：45

中１～高3 10名

就労訓練や作業体験を行います。

特徴

・同法人内の就労継続A型事業の作業体験が出来ます。

・当法人の障害福祉サービス（大人）の事業所である　にこにこ会（就労継続A型）

にこてらす（生活介護）りひと（就労継続B型）共同生活ほいーる（グループホーム5か所）

相談支援センターつ・き・か（相談支援事業所）がバックアップ

・

広島県立福山北

特別支援学校

万能倉駅 道上駅 湯田村駅

182号線

181号線

390号線

てご

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 〒720-2103

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 有

対象年齢 定員 児童発達 有

提供形態

主な療育内容

・園芸　作業体験　自然体験

特徴

フリースペース

　　福山市神辺町西中条1277-1

北東3

・馬を通じての、コミュニケーション能力を高める訓練や、体幹を鍛えることを重視しています

・アトリエでは、色遊び療育も行っています

・様々な活動を経験し、異年齢の子どもとの交流を図ります

・親子療育　運動会  障がい者馬術大会出場

就学前～高3 10名

運動　生活支援　学習支援

小集団　　個別

9：00～17：00

月火水金土日

9：00～16：00

ま　き　ば

090-6845-5677 084-962-1391

9：00～18：00

3451500171

木・夏期・年末年始

9：00～17：00

10：00～17：00 大土井



事業所名

所在地 720-2125

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 ○（要相談）

対象年齢 定員 児童発達 ×

提供形態

主な療育内容

・子ども達一人ひとりが安心して過ごせる大好きな場所作りを目指します。

特徴

福山市神辺町新徳田３４０

北東4

・子ども達一人ひとりの個性を大切にしながら、情緒の安定を図り、日々の集団での

 遊びや活動を通し、日常生活のルールを学びながら、自己肯定感を高めていきます。

・子ども達の基礎体力向上や体幹を養うため、運動トレーナーによる体操教室に参加

 する機会を設けています。（現在コロナの為休止中）

小1～高3 10名

生活支援・余暇

小集団

14：00～17：00

月～土

9：00～15：00

ロム

084-967-5118 084-965-6614

8：30～17：30

jidou@day-romu.jp 3451500205

日・祝日・お盆・年末年始

8：30～17：30

9：00～17：00 藤岡

↑外出活動↓↑クッキング活動↑ロム外観

↓製作活動 ↓体操教室

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 720-2125

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 応相談

対象年齢 定員 児童発達 有

提供形態

主な療育内容

9：30～15：30

児童発達支援・放課後等デイサービス　Lino

084-967-5889 084-967-5887

11：00～19：00

info@ohana-home.jp 3451500791

日曜・祝日・GW・お盆・年末年始

9：00～17：00

11:00～18：00 （平日）
9：00～1６：00 （土・学校休業日） 黒田・北村

・その他・・・クッキング・季節の行事・誕生日会・避難訓練・学習応援なども取り入れています。

特徴

※児童発達支援＝開所日・休日・利用時間等、異なりますのでお問い合わせください。（担当：後藤・黒田）

　福山市神辺町新徳田267

北東5

・あそび・・・友だちと一緒にあそびを進める喜びや楽しさを味わいながら、協調性を引き出し・育んでいきます。

・制作・・・廃材等を使って、ひとりひとりが達成感や表現することの楽しさを味わい、創造性を高めていきます。

・リズム・・・歌や音楽に合わせてリズムあそびを楽しみ、身体を動かすことで心身の安定を図ります。

・体験活動・・・買い物・外食体験・公共交通機関の利用など、地域社会との関わりを大切にしています。

小1～高3 10名

制作　・　運動　・　生活スキル

集団

14：30～17：30

月～土



事業所名

所在地 720-2124

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 応相談

対象年齢 定員 児童発達 休止中

提供形態

主な療育内容

gotou@ohana-home.jp 3451500445

北東6

児童発達支援・放課後等デイサービス　OHANA

　福山市神辺町川南1302-1　グラミュール川南

084-965-6789 084-965-6777

集団

11:00～18：00 （平日）
9：00～16：00 （土・祝・学校休業日） 管理者：後藤

月～土・祝日 日曜・GW・お盆・年末年始

11：00～19：00 9：00～17：00

14：30～17：30 9：30～15：30

小1～高3 10名

生活スキル　・　余暇の提供　・　運動

特徴

・あそび・・・あそびを通して、やってみたい気持ちを引き出しながら、できたことを一緒に喜び合います。

・余暇活動・・・安心して自分を出すことができる居場所となることで、余暇活動の幅を広げていきます。

・体験活動・・・買い物・外食体験・公共交通機関の利用など、地域社会との関わりを大切にしています。

・キッズヨガ（月・金曜日）・・・多種多様な動きを体験・発育発達の動きを中心に体の土台づくりをしていきます。

・その他・・・制作・クッキング・リズム・季節の行事・誕生日会・避難訓練などの活動も取り入れています。



事業所名

所在地 720-2123

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 〇（要相談）

対象年齢 定員 児童発達 ×

提供形態

主な療育内容

特徴

　

　
　　↑アラジン外観　　↓外出活動　　　アラジン周辺地図↑　↓製作活動　　　　　　　↑クッキング活動↓

福山市神辺町川北９７９-１

北東7

・製作活動・外出活動・クッキング活動を行いながら、アットホームな環境で

　集団での力を伸ばしていきます。

・

・

小1～高3 10名

生活支援

集団・小集団

14：00～17:30

月～土

9：00～15：00

アラジン

084-965-6007 084-965-6008

9：00～18：00

arajin@arcen-ciel.co.jp 3451500353

日・祝日・お盆・年末年始

8：30～17：30

9:00～17:30 松本



事業所名

所在地 720-2105

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 ○

対象年齢 定員 児童発達 ×

提供形態

主な療育内容

特徴

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓アリスの畑「芋
ほり」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←アリス外観

　
　

　製作「陶芸」→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑行事「節分」

福山市神辺町十三軒屋１５７-４

北東8

・四季折々の行事・工作に取り組み、創造力を高めています。

・陶芸の先生による陶芸教室を開いています。

・アリスの畑で野菜を育て、収穫した野菜を使いクッキングやおやつ作りをして

 食育に取り組んでいます。

小1～高3 10名

生活支援・余暇

集団・個別

14：00～17:00

月～土

9：00～15：00

アリス

084-966-3288 084-965-6614

8：30～17：30

alice@day-romu.jp 3451500528

日・祝日・お盆・年末年始

8：30～17：30

9：00～17：00 井上



事業所名

所在地 720-2125

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎

対象年齢 定員 児童発達 無

提供形態

主な療育内容

9：00-15：00

YOUKIチャイルドアカデミー神辺

090-1680-6186 084-965-6221

10：00-19：00

cocosapofukuyama@gmail.com 3451500387

日・盆・年末年始

8：30-17：30

9：00-18：00 吉住

・就労準備支援

特徴

フリースペース

北東9

・生活スキルトレーニング

・クッキング

・ダンス、フィットネス

・アートセラピー、ミュージックケア、ホースセラピー

小1～高3 10名

有り（事業所より20分圏域）、要相談

将来の自立に向けた取り組み

集団、小集団、個別

14：00-17：30

月～土



事業所名

所在地 720-2122

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 ○

対象年齢 定員 児童発達 ×

提供形態

主な療育内容

地図

当事業所の活動では、経験豊富な保育士が、利用児と一緒におもちゃや絵画な
どの制作物を作ったり、ゲーム的な計算や文字さがしなどをして、集中力や達成
感、楽しさを体感しながら、個々の成長を高めていけるように支援しています。
また、菜園での野菜作りを経験し、生き物の成長と命の大切さ、感謝の心を養え
るよう、活動を通して支援しています。その他、外出の機会を通して社会経験な
ど様々な体験を通し、自分らしく成長していく事ができるよう取り組んでいま
す。当事業所の法人が運営するこどもえんみどりとの交流の機会を設け、子ども
たち同士のふれあいを大切にしています。

学習支援・生活支援

特徴

15：30～18：30 9：30～17：30

小学1年生～ 10名

個別・集団

10：00～19：00（土日を除く） 三宅

月～金（祝日含む）・長期休暇 土・日・お盆・年末年始

10：00～19：00 9：00～18：00

midoring@eagle.ocn.ne.jp 3451500551

北東10

放課後等デイサービス　みどりんぐ

広島県福山市神辺町新湯野25-5

084-963-8588 084-963-8588

井原線

マクドナルド
⇐至府中

至井原⇒

こどもえん

みどり

ａｕ
ローソン

神辺中

セブンイレブン
ジョイフルＧＳ

みどりんぐ

ザ・ビッグ

湯田小

Ｒ

３

１

３

Ｒ４８６



事業所名

所在地 720-2124

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 あり

対象年齢 定員 児童発達 なし

提供形態

主な療育内容

北東11

夢門塾 ゆうゆう神辺

広島県福山市神辺町川南1030-12

084-966-3361 084-966-3362

mumon-kannabe@k-yuyu.com 3451500379

小１～高３ 20 名

10：00～16：00

10：00 ～ 19：00 小 畑

月～土・祝日 日・年末年始（12/31～1/3）

10：00～19：00 8：30～17：30

15：00～18：00

　　　　　　　夢門塾の三本柱：３つのプログラム

運動プログラム・学習プログラム・生活プログラム

特徴

集団

運動プログラム
集団での運動を取り入れ

ることにより、友達から学

んだり、自分の役割を認

識したり、子ども同士で成

学習プログラム
家庭では感じる事の出来な

い。周りの友達の頑張って

いる姿を見る事が刺激。

学習は困難の原因を見極

めることが支援の第一歩。

生活プログラム
日常生活や社会活動に必

要な力を身につけることを

目的としています。

＜放課後 15：00 ～ 18：00＞
15：00～ 随時送迎、来所→健康チェック、おやつ

16：00～ 個別活動：学習（宿題、公文）、創作活動

17：00～ 集団活動：運動（卓球、ドッジボール、跳び箱）

17：20～ DVD鑑賞、帰りの会

18：00～ 送迎

＜学校休業日 10：00 ～ 16：00＞
10：00～ 随時送迎、来所→健康チェック、朝の会

10：15～ 個別活動：学習（宿題、公文）、創作活動

11：30～ 昼食（各自持参）、休憩

13：30～ 集団活動：行事（月間予定表の活動をします）

運動（卓球、ドッジボール、跳び箱）

14：45～ おやつ、DVD鑑賞

15：35～ 帰りの会

mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com
mailto:fukuyama@gmail.com


事業所名

所在地 720-2121

電話番号 FAX番号

メール 事業所番号

お問合せ時間 担当

開所日 休日

開所時間 平日　 学校休業日

利用時間 平日　 学校休業日

送迎 〇

対象年齢 定員 児童発達 無

提供形態

主な療育内容

3451501104

山下

北東12

バババルーン福山神辺

福山市神辺町湯野289番地２

084-966-3255 084-966-3256

b-kannabe@bbb-day.com

10:00～18:30

平日・長期休暇 日・祝日・お盆・年末年始

10:00～19:00 8:30～17:30

13:00～17:30 10:00～16:00

特徴

・主体的な様々な活動ができる：子供たちのリクエストが活動にもなります。

・感性を育てる：課外活動では、自然の中で生き抜く力を育てます。

・みんなで子育て：保護者と一緒に、明るい育成を考えていきます。

・安全な環境：入り口には監視カメラを設置。

・快適な環境：広い空間づくりを心掛け、消毒などで衛生的に保たれています。

小1～ 10名

集団

運動体操・創作活動・農業体験・感覚運動・対外活動

★体操、ダンス療育、公園アスレチックなど屋外にも出か

けて、ゲーム感覚でしっかり身体を動かしながら、体幹を

鍛えられるように取り組みます。

★感覚遊びや創作活動としてクッキングや粘土工作、おも

ちゃづくりなども行っています。その中で道具の使い方、

手の動かし方が学べるように楽しく取り組みます。


