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児童発達支援サービス  事業所　紹介　

立川市 ・ 国立市 ・ 昭島市

立川市子ども家庭支援センター

発達支援係　　発行

令和４年 ９月



事業所名 住所

立川市ドリーム学園 柴崎町

LITALICOジュニア立川南口教室 柴崎町

ハビー立川教室 錦町

ハイタッチ！立川幸教室 幸町

こぱんはうすさくら立川幸町教室 幸町

ジョブサキッズ立川教室 柴崎町

ステップきっず 幸町

コペルプラス立川教室 錦町

ネクストエール立川教室 柏町

こころと育ちの相談室えがお 曙町

児童はったつ支援室まるソラ 国立市

児童はったつ支援室まるソラ谷保 国立市

児童はったつ支援教室　まるソラぷらす 国立市

発達支援教室Ｌｅａｐ 国立市

TASUC国立教室 国立市

ハッピーテラスキッズ国立ルーム 国立市

くにたち発達支援センター 国立市

ロングサポートLa・Nature 昭島市

ピースマイル中神教室 昭島市

ピースマイル昭島福島町教室 昭島市

コペルプラス西国分寺教室 国分寺市

～児童発達支援サービス 事業所紹介～
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サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 　
～ ～ ～ 休み

住所

ＴＥＬ
Ｍａｉｌ

～

ホームページ

営業日 月

dreamgakuen@city.tachikawa.lg.jp

水 金

休み

日

サービス
提供時間

10:00 10:00 10:00

関わり合いの中で成功体験を積み、共に生きていく力を育てていきます
大人も子どもも、共に育ちあうことを大切にしています

事業所名

サービス種別　 児童発達支援サービス
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

キャッチコピー

○

～

立川市ドリーム学園

交通アクセス

立川駅南口ーバスー福祉会館前ー徒歩３分
または、モノレール柴崎体育館ー徒歩15分

ＦＡＸ042-525-9418

立川市柴崎町5-11-26

042-524-8417

土火 木

10:00 10:00 　

『通園部門』
〇対 象：2歳児から就学前まで（立川市在住） 通園バスあり
〇費 用：就学前障害児の発達支援の無償化対象施設
〇入園方法：入園希望の方は直接ドリーム学園にお問合せいただきます。
〇主な療育のねらい
・生活リズムを整え、基本的生活習慣を身につけます。
・集団の場での療育を通して、人との関わりを深め、情緒の安定や社会性の基礎を培います。
・運動遊びや戸外での活動をたくさん取り入れ、丈夫な身体づくりや運動機能の発達を促します。
・興味の幅を広げ、学習に対しての基礎を養います。
・親子や家族参加のプログラム等を通し、子どもの発達に対しての理解を深めていきます。
〇療育プログラム
10：00 登園・自由遊び（ふれあいや体を使った遊び）
10：30 体操（全身運動・模倣・集団参加等）
11：00 集会（着席・模倣・集団参加等）
11：20 課題学習（目と手を使う課題が主・学習意欲や学習態勢）
12：40 戸外活動（グループ分かれて公園へ）
12：30 昼食（お弁当・月4回の給食）
13：15 自由遊び（玩具を使った遊び）
14：00 降園

◎毎日の療育を基本とし、お子さんがお友だちと共に活動を楽しみ、成功体験を積み、取り組みへの意
欲を高めていくことを大切にしています。また、保護者の方には、療育見学や参加、家族参加行事や
保護者会等を通して、お子さんの発達に対しての理解を深めていくことを大切にしています。
その他、きょうだいプログラム、父の会主催行事があります。

『並行通園部門』（たけのこグループ）
〇対象：たけのこグループ幼稚園や保育園に通う、発達支援の必要な年中、年長児
〇費 用：なし
〇活動時間：14：40～15：45（水曜日）原則として月2回 １グループ
〇活動のねらい：小集団の中でお友だちと一緒に楽しく活動する経験を積む。
〇利用方法：子ども家庭支援センター発達支援係の発達相談を通じてご案内しています。
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日

そのひとりの「できるよろこび」をちからに

事業所名

サービス種別　 児童発達支援サービス
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

キャッチコピー

10:30

LITALICOジュニア　立川南口教室

交通アクセス

JR中央線・JR南武線・JR青梅線 「立川駅」南口より徒歩3分

ＦＡＸ042-548-1243(児童発達支援)

〒 190-0023 東京都立川市柴崎町2-3-13 エイティエイト立川デュオ2F

042-548-1244
ml_tachikawaminamiguchi_jihatsu@litalico.co.jp

http://junior.litalico.jp/

土火 水 木 金

～

【サービス情報】

当事業所では

▼児童発達支援

▼放課後等デイサービス

の2つのサービスを提供しております。

【事業所PR】

右記のように、

個と環境の相互作用により

今お子さんが困っていることに対して

支援を提供することを大切にしております。

従って、お子さん個人へのアプローチと

ご家庭や園といった

環境へのアプローチを実施しております。

【通所比率】2022年7月現在

▼児童発達支援

年少児：１割、年中児：3割、年長児：6割の比率で通所いただいています。

【2022年度 児童発達支援スケジュール】

▼個別指導：先生1名につき、最大3名まで

▼小集団：最大8名まで(年度により実施曜日に変動あり) (コロナの影響を受け変動する場合がございます)

平日午前中は園訪問等、環境へのアプローチを実施しています。
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～

ホームページ

営業日 月

事業所名

サービス種別　 児童発達支援サービス
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○

ハビー立川教室

ひとりひとりのカラーを大事に

交通アクセス

JR各線「立川」駅（南口）　徒歩6分
JR南武線「西国立」駅　徒歩7分

多摩モノレール「立川南」駅　徒歩7分

ＦＡＸ042-519-3217

立川市錦町1-10-25　Y・S錦町ビル2階

042-519-3218
info@habii.jp

https://www.habii.jp/class/tokyo/tachikawa/

土火

○理念…ハビーでは、お子さまにのびのびと成長してほしい、という思いを基に、
お子さまそれぞれのカラーを大事にした指導を目指しております。
○職員体制…常勤職員８名
○支援内容…各年代ごとに個別支援・集団支援（２～４名）
○一日の流れ
時間割
①9:45～10:45
②11:00～12:00
③13:30～14:30
④14:45～15:45
⑤16:00～17:00



東京都立川市幸町５－１－７　フルミエールメゾン１F－B

０４２－５３７－８６５３ ＦＡＸ ０４２－５３７－８６５２
hightouch.ts@kodomo-support.co.jp

https://www.kodomo-support.co.jp/topics/detail/id=132

交通アクセス

多摩都市モノレール 砂川七番駅 徒歩0分！
　

改札を左側エレベーターを降りて目の前！

お
休
み

お
休
み

お
休
み

お
休
み

お
休
み

土金 日

○

ハイタッチ！立川幸教室

心と体が発達する運動療育　「こどもサポートプログラム」

事業所名

サービス種別　 児童発達支援サービス
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

キャッチコピー

月 火営業日 水 木

住所

ＴＥＬ
Ｍａｉｌ

ホームページ

サービス
提供時間

11:00

12:30
～

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

お
休
み

◎一日の療育の流れ
10：30 ご自宅にお迎え(送迎利用者のみ)
11：00 登所
11：10 運動あそび

（マット運動・鉄棒・跳び箱 他）
11：40 静かな活動（読み聞かせ・工作 他）
11：55 自由あそび
12：25 帰りの会
12：30 降所

◎利用対象
受給者証をお持ちの発達が気になる
3歳以上の未就学児

◎１日当たりの人数
利用者４～７名 / 職員数４名

◎送迎あり
半径５ｋｍ以内対応

小学生以上対象の放課後等デイサービスは
平日と土曜日の午後に療育を行っています。

体験・見学・説明は随時行っております。
お気軽にお問合せください！



金 土

多摩モノレール泉体育館駅徒歩１５分
10:00 10:00 10:00

～
16:00

～ ～
12:00 16:00

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

10:00 10:00

サービス種別　 児童発達支援サービス
対象障害

知的 精神 難病 児童身体

○

13:00 13:00

月 火

事業所名 こぱんはうすさくら立川幸町教室

キャッチコピー 仲間と咲かせる笑顔と未来

住所 東京都立川市幸町3-13-14矢島ビル１階

～ ～
12:00 12:00

○

サービス提供時間

10:00 10:00

～ ～

ＴＥＬ 042-537-8530

交通アクセス

042-537-8530 ＦＡＸ
Ｍａｉｌ copinesaiwai@gmail.com
ホームページ

営業日 日水 木

�こぱんはうすさくら立川幸町教室�

１０：００ 登所

１０：３０ はじめの会

りずみっく♬

１０：４５ 集団活動（音楽、運動、言葉、感触あそび）

～あそびを通して「できた」を増やそう！～

１１：１５ 個別活動or自由あそび

１１：５０ お弁当（月、火のみ）

１２：４５ 帰りの準備

１３：００ さようなら

★「自分の事は自分でやろう！」という事を子どもたちに

伝えながら、日々支援しています！

★「あそび」を大切にしています。あそびの中から学ぼう！



交通アクセス

JR立川駅　南口徒歩7分
多摩モノレール立川南駅から徒歩5分

東京都立川市柴崎町2丁目4番15号 ほまれ屋本社ビル202号室

ＦＡＸ042-595-6730 042-595-6740

休

土火 水

ジョブサキッズ立川教室

発達の遅れや偏りが気になるお子さまをサポート

お子さまの成長を実感するプレスクール

事業所名

サービス種別　 児童発達支援サービス
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○

キャッチコピー

住所

ＴＥＬ
Ｍａｉｌ

～

ホームページ

営業日 月

yoshida@rokumaru.co.jp
https://jobsa-kids.jp/

10:00 10:00 10:00 10:00

～ ～ ～ ～ ～

木 金

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

日

サービス
提供時間

10:00 10:00

16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45

○ジョブサキッズとは？
ジョブサキッズでは、日々のトレーニングを通じて、お子さまの「やりたいこと」「やれること」「やってほしいこ
と」の融合を図っていく療育教室です。「言葉の遅れが気になる」「集団行動が苦手」「切り替えが苦手」など、
お子さま一人ひとりの成長に合わせて支援しています。

○マンツーマントレーニング
お子さま一人ひとりのできることや苦手なこと、発達の早さには必ず個人差があります。また、興味を持つこと
や夢中になる遊具もことなります。こうしたお子さまの特徴を確認し、「社会性」「見る・聴く」「ことば・数」の
基本のプログラムに加え、保護者さまの要望も取り入れ、お子さまのペースに合わせたトレーニングを行いま
す。

○グループトレーニング
2～4名のグループでのトレーニングを行います。「1対1でできることが小集団でもできるようになる」「周り
にお友だちがいても指示を聞けるようになる」「お友だちに興味を持って楽しく遊べるようになる」など、小集
団のなかでこそ育むことができるトレーニングを中心に行います。

○就学前トレーニング
年長のお子様を対象に、就学準備としての学習面、生活技術についてのアプローチを行います。

○時間割



立川市幸町1-11－3－2F

ＦＡＸ042-537-7336 042-537-7338

土火 水 木 金

ステップきっず

ステップきっずは、重症心身障がい児のための
療育施設です。

事業所名

サービス種別　 児童発達支援サービス
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○

キャッチコピー

住所

ＴＥＬ
Ｍａｉｌ

～

ホームページ

営業日 月

stepkids@saiwaikodomo.jp

https://saiwaikodomo.jp

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00

～ ～ ～ ～ ～

・多摩モノレール　立川北駅より「上北台」行
き 「泉体育館」下車　幸公民館方面徒歩6分

休み

日
交通アクセス

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00

サービス
提供時間

10:00

・月曜日～土曜日

（日・祝日・年末年始等・職員研修日はお休み）



※祝日休室日
サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

17:30 日 17:30 17:30

室 ～ ～ ～ ～

０４２－５９５－９６８２
tachikawa-p@copelplus.copel.info

https://copelplus.copel.co.jp/school/tachikawa/

木 金

～

日

17:30

9:30 9:30 9:30

17:30

サービス
提供時間

9:30 休 9:30 9:30

キャッチコピー

住所

ＴＥＬ
Ｍａｉｌ

～

ホームページ

営業日 月

立川市錦町３丁目２－２　T.Mタワー１階

事業所名

サービス種別　 児童発達支援サービス
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○

コペルプラス立川教室

こどもの可能性は無限大

交通アクセス

ＪＲ立川駅　西国立駅　　　徒歩８分
多摩モノレール立川南駅　 徒歩８分

ＦＡＸ０４２－５９５－９６８１

土火

17:30

水

☆コペルプラス立川教室では、お子様の自己肯定感を
育むことから始めていきます。
「より良い自分になりたい」という本能的な欲求を大切に、
楽しい遊びを通して内なる能力を引き出すお手伝いをさせて
頂きます。

～レッスン時間～

① 9:30～10:30 ②11:00～12:00 ③13:30～14:30

④15:00～16:00 ⑤16:30～17:30

～コースのご案内～
＊個別レッスン

指導員と１対１のレッスンです。

＊集団クラス
６人までのグループレッスンです。
主にコミュニケーションスキルを育てる課題を行います。

～レッスンプログラム～
＊バラエティに富んだ認知課題

＊コミュニケーションと連動した言葉のプログラム
＊社会性を育むトレーニング
＊感覚統合からのアプローチ
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日

サービス
提供時間

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00

キャッチコピー

住所

ＴＥＬ
Ｍａｉｌ

～

ホームページ

営業日 月

sugano_y@next-ere,com
www.next-ere.com

児童

○ ○ ○

ネクストエール立川教室

自分が好きで、人が好きで、今を、次の時代を、生き生きと生きる

事業所名

サービス種別　 児童発達支援サービス
対象障害

身体 知的 精神 難病

交通アクセス

多摩モノレール「泉町体育館駅」下車
徒歩 10分程

立川市柏町２－４０－１メゾン咲

ＦＡＸ０４２－５３７－８６２２ ０４２－５３７－８６２４

土火 水 木

○理念：楽しみながら学ぶ
○職員体制：児童発達支援管理責任者１名、児童指導員３名、保育士6名、

：作業療法士（月１回 ）
○療育内容：発達の過程で、子どもが獲得すべき基礎能力を習得していきます。

日常生活に必要なスキルを身につけていきます。
楽しく遊びます。
（個別療育は、1対1、年齢別の少人数制で行います。）

○一日の流れ

１０：００ お支度、朝遊び(スキンシップ遊び)

１０：１０ 体操
１０：２０ 朝の会(手遊び、絵本、名前呼び、予定の確認)

１０：４０ 集団活動(感覚遊び・運動・制作活動等)

散歩・公園遊び
１１：4０ 手洗い・昼食

１２：１５ 個別療育（着替え、他）
１２：４５ 帰りの会（絵本読み聞かせ）

○その他
・ 送迎あり
・ お弁当持参

○幼児期の大切さ

非認知的能力を高めるのは幼児期です。
小さい頃から、頑張る力、自分に自信を持つ、人とうまくかかわる力、感情をコントロールする力をつけて
いきましょう。



サービス種別 居宅訪問型児童発達支援サービス 

対象障害 

身体 知的 精神 難病 児童 

    
○ 

 

事業所名 一般社団法人えがお会 こころと育ちの相談室えがお     

 

キャッチ

コピー 
お家にいても楽しく遊べる、いろいろな事にチャレンジできる体験をお届けします＊ 

 

住所 立川市曙町３－３５－２ 

 

ＴＥＬ 042-５２７－６２６７ ＦＡＸ 042-５２７－６２６７ 
 

Ｍａｉｌ egao.soudan@gmail.com 
 

ホームページ ｈｔｔｐｓ://egao-soudan.com 
 

営業日 月 火 水 木 金 土 日 

開所時間 

8:00 08:00  8:00  8:00 

～ 

17:00  

休み ～ ～ 休み ～ 休み 

17:00 17:00  17:00  

サービス情報・事業所 PR・スケジュール・写真等 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

入力上の注意点 

①  写真や絵を載せる場合は以下のような設定をお願いします。 

 

○居宅訪問型児童発達支援って？  

 こころと育ちの相談室えがおは、様々な障がいや病気などの理由で、通所の療育や放課後デイサービスに

通うことが困難であったり、通えていても、体力的な理由で支給されている療育量を十分に受けることが難

しいこども達のお家へ訪問し、1 人ひとりにあった個別の療育支援を行っています。また、いずれは集団療

育に通いたいお子様の準備としてもご利用いただいており、通所先が決まり次第安心して移行できるように

丁寧に連携をとって繋いでおります。 

○職員体制（職種・人数等） 

管理者 1 名 児童発達管理責任者 1 名 

訪問支援員 2 名（公認心理師・看護師、保育士） 

○支援内容 

対象：0 歳から小学 4 年生まで（18 歳までであればご相談可）の重症心身障がい児、医療ケア児、感染に

よって重症化する恐れのある児    

範囲：立川市全域と事業所から半径５Km 以内の昭島市、東大和市、武蔵村山市、国立市、国分寺市 

   （対象範囲外でもご相談可）                         

交通アクセス 

 

立川駅より徒歩１７分 



キャッチコピー

お休み

交通アクセス

JR南武線　矢川駅北口　徒歩1分
いなげやさんの２階です。

ＦＡＸ042-505-9634 042-505-9635

土

ＴＥＬ
Ｍａｉｌ

知的

児童はったつ支援室まるソラ

精神 難病 児童

○ ○ ○

金 日

住所 国立市富士見台４－９－３　佐藤ビル207

事業所名

サービス種別　 児童発達支援サービス

「まるソラ」は「丸い空」に由来しています。どこまでも広がる空のように大きな可能性をもって成長し
ていくお子さまを各分野の専門家がチームになって支援してまいります。

対象障害

身体

ホームページ

営業日 月

サービス
提供時間

　10:15

marusora493@gmail.com

https://www.marusora.com

火 水 木

18:00 18:00 18:00 18:00

　10:15 　10:15 　10:15 　10:15

17:0018:00

＊祝日：お休み

　10:00

～ ～ ～

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

～ ～～

療育内容：《個別療育》

個別療育（40分）では指導員と１対１で課題に取り組み、お子さまの能力をのばしていきます。

臨床心理士、保育士、児童指導員など専門的な知識をもった指導員がお子さまの”気になること”

について個別支援プログラムを作成し、専門的にアクセスしていきます。お子様一人ひとりに合わ

せた支援を行います。

○スタッフ構成

・児童発達支援管理責任者1名

・臨床心理士 3名

・言語聴覚士 1名

・児童指導員 1名

・保育士 4名

○週間スケジュール
平日
【AM】10：15～、11：45～
【PM】14：00～、15：30～

17：00～

土曜日
【AM】10：00～、11：30～

【PM】14：00～、15：30～

HPはこちらから



18:00

お休み

＊祝日：お休み

～ ～ ～ ～

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

18:00

～
18:00 18:00 18:00 18:00

ＴＥＬ
Ｍａｉｌ

～

ホームページ

営業日 月

サービス
提供時間

　10:15

marusora.yaho@gmail.com

https://www.marusora.com

キャッチコピー

住所 国立市富士見台2－25－7　富士商事ビル2階

○

児童はったつ支援室まるソラ谷保

新しい「できた」を増やす、広がった空のような可能性を！！

事業所名

サービス種別　 児童発達支援サービス
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

ＦＡＸ042-577-0005

土火

○ ○

042-577-0006

水 木 金
交通アクセス

JR南武線　谷保駅北口　徒歩2分
富士商事ビルの２階です。

日

　10:15 　10:15 　10:15 　10:15 　10:15

HPはこちらからどうぞ
【職員紹介】
・児童発達支援管理責任者 1
名
・心理士 1名
・言語聴覚士 2名
・作業療法士 1名

【時間割】
①10：15
②12：30
③14：0０
④15：30
⑤17：00

お子さまの”気になる”ことを中心にオー
ダメイドのプログラムで個別療育を行いま
す。色や数などの認知面、指示理解力、就
学に向けての準備などお子さまの発達に合
わせて支援していきます。

【モニタールーム】

体験療育は随時行っております。
療育の様子を実際に感じていただ
けます♪体験療育のお申し込みな
どお気軽にお問い合わせください。



18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

お休み
（祝日もお
休みです）

10:00

18:00

～ ～

水 木 金

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

日

サービス
提供時間

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00

～ ～ ～

キャッチコピー

住所

ＴＥＬ
Ｍａｉｌ

～

ホームページ

営業日 月

事業所名

サービス種別　 児童発達支援サービス

専門職員が小集団の中でお子様の”気になること”についてアセスメントを行い、
生活に必要なスキルを楽しく身につけられるように支援いたします。

交通アクセス

JR南武線　矢川駅北口　徒歩1分
いなげやさんの隣のビル（ADAMAS）１階です

ＦＡＸ

対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○ ○ ○ ○

児童はったつ支援室　まるソラぷらす

042-572-0003

国立市富士見台4-10-3　ADAMAS国立1階

042-572-0004
marusora.plus@gmail.com

https://www.marusora.com/

土火

○支援内容

【集団療育】
就学に向けて、集団生活に必要な認知課題や運動課題を含めた90分間の療育を行います。

（対象児童：年中、年長）

【居宅訪問型児童発達支援】
日常生活に必要な動作支援や認知課題をご自宅にて１時間程度行います。

○時間割

【集団療育】

①10：00～11：30

②14：30～16：00

③16：30～18：00（平日のみ）

【居宅訪問型児童発達支援】

火曜～金曜日 9：30～13：30

*時間や曜日については応相談。

上記以外でも承ります。

○スタッフ構成

・児童発達支援管理責任者１名

・作業療法士1名

・理学療法士1名

・心理士1名

・保育士1名

・児童指導員2名

HPはこちらからどうぞ♪



【アクセス】
国⽴駅北⼝から徒歩8分。教室前に駐輪できます。

祝日は営業しています！

【スタッフ紹介】

　◆児童発達支援管理責任者・管理者◆(子ども発達支援センター・放課後デイサービス勤務経験/上智大学 総合人間科学部 心理学科卒)

　◆公認心理師・臨床心理士◆(療育スタッフ経験/立教大学 現代心理学部 心理学科卒・立教大学大学院臨床心理学専攻 修了)

　◆公認心理師・臨床心理士◆(自治体にて教育相談員、発達検査員経験/昭和女子大学心理学科卒・国際医療福祉大学院臨床心理専攻 修了)

　◆児童指導員◆(小学校教諭一種・幼稚園教諭一種/玉川大学教育学部教育学科卒)

　◆保育士・社会福祉士◆(障害児入所施設勤務経験/名古屋学芸大学ヒューマンケア学部子どもケア学科卒)

　◆児童指導員◆(発達支援教室Ｌｅａｐ代表・義肢装具士/法政大学経営学部卒)

～ ～

↓ホームページQR ↓インスタグラムQR

【時間割】見学相談受付中です！　お気軽にお問い合わせください。

18:00 18:00 18:00
休 休

【療育方針】日本で作られた療育方法「太田ステージ」

　発達支援教室リープでは、療育の基本に「太田ステージ理論」を取り入れてい
ます。太田ステージ理論とは、東京大学附属病院精神神経科の医師・心理士を
中心に、日本人のために作られた認知言語指導法です。日本で多く利用されて
いる療育法のひとつです。
　子どもの気持ちに深く配慮して、子どもが生まれながらに持つ能力を向上させ
る考え方に特徴があります。子どもの尊厳や個性を否定することなく、愛情を持っ
て徹底的に子供に寄り添い、自発的な活動を促します。リープでは、この理論に
基づいてお子さんの特性を判断し、他の手法も取り入れながら療育プログラムを
作成、それをマンツーマンで実施し、お子さんそれぞれの発達段階に応じた療育
サービスを提供しています。

～

ホームページ

営業日 月
9:00

https://leap-kunitachi.jimdofree.com/

サービス
提供時間

9:00 9:00 9:00 9:00
～

18:00 18:00

Ｍａｉｌ

サービス種別　 児童発達支援サービス
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童
○ ○

住所

ＴＥＬ

～

　発達支援教室Leap（リープ）

〒186-0001　東京都国立市北2-13-48　ワコーレ国立102

042-505-7142

土火 水 木 金 日

ＦＡＸ042-505-7141

地域にはいろいろな特色のある教室がございます。
お子さんに合った教室を見つけるためにもお気軽に見学・相談にお越しください。

事業所名

キャッチコピー

leapkunitachi@arrow.ocn.ne.jp

一対一の

個別療育です

手作り教材が

豊富です



9:00

ＦＡＸ

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

　 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

～ ～ ～ ～ 〜

金

休

日

サービス
提供時

間

　 9:00 9:00 9:00 9:00

キャッチコピー

住所

ＴＥＬ
Ｍａｉｌ

休

ホームページ

営業日 月

事業所名

サービス種別　 児童発達支援サービス
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○ ○

TASUC国立教室　早期発達支援

高い専門性、保育園や幼稚園との積極的な連携
小中学校、高校、その先の支援へと繋がる支援体制

家庭での過ごし方や学習の仕方も含めた療育

交通アクセス

JR国立駅北口より徒歩15分または、

立川バス【国29】【国29-2】【国27】
乗車5分「下弁天」バス停下車すぐ

042-505-9940

                           　　　　　〒185-0035　　国分寺市西町２丁目6-15
                           

kunitachi@tasuc.com

http://tasuc.com

土火 水 木

一人一人に応じた療育プログラム
子育てをしていく中で、迷っていたり、どう

していいか分からないことが色々出てきま
す。それを解決するには、先輩お母さんか
ら経験談を聞いたり、お子さんについて理
解を深めることで、解決に向かいます。ま
た、未就学の時期は『見る（対象に注目す
る）』『聞く（音を拾う）』『話す（真似して音を
出す）』の機能の発達が著しいため、その
アプローチがとても大切な時期でもありま
す。

先生やお母さん、時にはお友達の真似を

して、お母さん同士、子ども同士の交流を

深めます。
1回60分のプログラムです。



サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00

～ ～ ～ ～ ～

金

休み

日

サービス
提供時間

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00

キャッチコピー

住所

ＴＥＬ

Ｍａｉｌ

～

ホームページ

営業日 月

kids-kunitachi@happy-terrace.com

https://happy-terrace.com/school/kids_kunitachi/

児童

○ ○ ○ ○

ハッピーテラスキッズ国立ルーム

「自信」をもたせ
「できる！」を増やします

事業所名

サービス種別　 児童発達支援サービス
対象障害

身体 知的 精神 難病

交通アクセス

JR中央線国立駅より徒歩5分

国立市東1－15－34北島第一ビル203

ＦＡＸ042－505-4306 042－505-4307

土火 水 木

☆プログラム内容
コミュニケーションスキルの向上を目指し、個別または集団での療育を
行っています。 お子さまの特性、保護者の方のニーズに応じたプログラム
を展開してゆきます。全コースで40分間の療育＋10分間の保護者フィード
バックを行います。

～個別療育～
スタッフが1対1で療育を行います。

～集団療育～
定員は4名です。
・集団SSTコース（年少～年長）
・年長SSTコース（年長）
・キッズコーディネーショントレーニング（運動）
・歌遊び/リトミック

☆スタッフの専門性
保育士・児童指導員・幼稚園教諭二種・リトミック研究センターディプロ
マ・発達障害サポーターズスクール（エキスパートサポーター）

見学・体験はいつでもどうぞ。お気軽にお問い合わせください。



14:00

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 14:00

10:00 10:00

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

土 祝
交通アクセス

JR国立駅北口より国立駅より徒歩20分
JR西国立駅より徒歩15分

JR国立駅北口より「コミュニティバス（くにっこ）
                      　　北第一公園下車徒歩3分」
JR立川駅北口より「立川バス立川駅北口行き

　　　　　　   　北町下車徒歩5分」

サービス
提供時間

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00

Ｍａｉｌ kunitachi@tokiwakai.com

ホームページ http://www.tokiwakai.com

営業日 月 火 水 木 金

住所 〒186-0001　東京都国立市北3-7-15

ＴＥＬ 042-843-0845 ＦＡＸ 042-843-0846

事業所名 社会福祉法人常盤会　くにたち発達支援センター（福祉型）

キャッチコピー
Each person's now ＆ tomorrow

一人ひとりの今を明日を

サービス種別　 児童発達支援サービス
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○

〇理念
・地域の方々の社会福祉支援を目的に誠心誠意のサービスを行います。
・地域の方々が安心，快適にご利用いただける社会福祉サービスを行います。
・全ての職員は，倫理理念を遵守し，専門性を高め，地域社会の一員として社会福祉の充実を目指します。

〇基本方針
・発達の気になる子ども一人一人の個性やニーズを的確に把握し，一人一人の能力や可能性
を最大限に伸ばす療育を行い，子ども自ら育つ基盤づくりを行います。

〇職員体制
施設長（管理者）1名，主任（相談支援専門員）1名，児童発達支援管理責任者1名
保育士及び児童指導員14名，訪問支援員1名，栄養士1名，嘱託医（小児科・歯科）

〇対象
発達が気になる幼児 （定員：30名）

〇開所時間
10：00～15：00（平日） 10：00～14：00（土・祝） 【送迎対応】

※当施設から2㎞以上の方
【昼食あり（おやつ付き）】
1食 ①650円 ②310円 ③200円
※収入に応じて変動

【1日の流れ】

10：00 登園又は通所バス着

身じたく（トイレ，荷物確認等）

10：15 自由遊び

（遊具等で遊び，からだを動かします）

10：50 朝の会

午前の活動（グループ別・課題別療育）

11：30 昼食 歯磨き指導 自由遊び

13：30 午後の活動（グループ別・課題別療育）

14：00 おやつ 帰りの身じたく

14：45 帰りの会（今日の振り返り・明日の予定確認）

15：00 お迎え又は通所バス発

※土・祝や行事の日等は，昼食時おやつを提供し，14：00降所となります。
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15:00 15:00 15:00 15:00 15:00

10:00 10:00
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サービス
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10:00 10:00 10:00 10:00

キャッチコピー

住所

ＴＥＬ

Ｍａｉｌ

～

ホームページ

営業日 月

事業所名

サービス種別　 児童発達支援サービス
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○ ○ ○ ○ ○

ロングサポートLa・Ｎａｔｕｒｅ

ありのままの自分を大切に生きよう

交通アクセス

昭島駅より徒歩10分

ＦＡＸ042-519-5888

東京都昭島市上川原町3-8-20

042-519-5155

nature2005.calin.akisima@gmail.com

土火

〇calin昭島の理念
～障害児者と共に歩み、共に生きる、まちづくり～
重症の障害を抱えた子どもたちとご家族が、安心して過ごせるように、子どもたちが地域の中で笑顔
いっぱいに穏やかな生活が続けられように、そしてできる限り健康を維持していけるように、共に歩み
共に生きるまちづくりに尽力します。

〇職員体制
保育士、児童指導員、生活支援員、看護師、理学療法士、作業療法士

〇一日の流れ
10：00 登園、手洗い、バイタルチェック、排泄介助

水分摂取
11：00 朝の会、体操、グループ活動
12：00 昼食、注入

13：00お昼寝 個別活動
14：00グループ活動、お帰りの準備

15：00降園

〇送迎あり(30分圏内)
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18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 16:30

～ ～ ～ ～ ～

金

～

日

サービス
提供時間

13:00 13:00 13:00 13:00 17:00 9:00

キャッチコピー

住所

ＴＥＬ
Ｍａｉｌ

～

ホームページ

営業日 月

身体 知的 精神 難病 児童

info@kp-nakagami.com

ｈｔｔｐ：／／ｋｐ－ｎａｋａｇａｍｉ．Ｃｏｍ

脳を育てる運動療育センターピースマイル　中神教室

笑顔とやる気で育てる！

事業所名

サービス種別　 児童発達支援サービス
対象障害

交通アクセス

JR青梅線中神駅から徒歩1分

東京都昭島市朝日町１－４－３－２FB

ＦＡＸ042(519)2076 042(519)2826

土火 水 木

★楽しく身体を動かします！
運動遊びや学習サポートを提供する福祉施設です。
基本的な力を身に付けて、すべての子どもが、運
動好きになることを目的としています。ですから、
楽しみながら取り組むことができます。毎日の活
動として運動遊びを取り入れていますので、知ら
ず知らずのうちに力がついてきます。

その結果、「気付いたらできちゃった！」という

★静かな活動で集中力アップ！
運動あそびをしてからの静かな活動は、集中力がアッ

プします。

絵本の読み聞かせやフラッシュカードを軸基本に、定

期的に工作の指導を取り入れています。この活動を通

して、子どもたちの想像力、創作意欲を育てます。
静かな活動の時間は、高学年の児童たちは、学校の宿
題をする時間にも充てています。スタッフが寄り添い、
共に考え、答えを導き出す支援を心掛けています。
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～ ～ ～ ～ ～
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キャッチコピー

住所

ＴＥＬ
Ｍａｉｌ

～
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営業日 月

info@kp-hukujimatyou.com

info@kp-hukujimatyou.com

児童

ピースマイル　昭島福島町教室

笑顔とやる気で育てる！

事業所名

サービス種別　 児童発達支援サービス
対象障害

身体 知的 精神 難病

交通アクセス

JR中央線立川駅よりバス『新道福島』
下車し徒歩1分

東京都昭島市福島町3-13-7-２０１

ＦＡＸ042(519)1215 042(519)1216

土火 水 木

★楽しく身体を動かします！
運動遊びや学習サポートを提供する福祉施設です。
基本的な力を身に付けて、すべての子どもが、運
動好きになることを目的としています。ですから、
楽しみながら取り組むことができます。毎日の活
動として運動遊びを取り入れていますので、知ら
ず知らずのうちに力がついてきます。

その結果、「気付いたらできちゃった！」という

★静かな活動で集中力アップ！
運動あそびをしてからの静かな活動は、集中力がアッ

プします。

絵本の読み聞かせやフラッシュカードを軸基本に、定

期的に工作の指導を取り入れています。この活動を通

して、子どもたちの想像力、創作意欲を育てます。
静かな活動の時間は、高学年の児童たちは、学校の宿
題をする時間にも充てています。スタッフが寄り添い、
共に考え、答えを導き出す支援を心掛けています。



祝祭日・8月13日～15日・12月29日～1月3日はお休みです。

サービス提供時間

10:00

～ ～
10:00

～ ～
10:00 10:00

18:00 18:00
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18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

JR中央線・武蔵野線
 西国分寺駅南口から徒歩1分～

10:00 10:00 10:00

月 火

～ ～

○
サービス種別　 児童発達支援 ・　保育所等訪問支援

対象障害

知的 精神 難病 児童身体

○ ○

ＴＥＬ ０４２－３１２－０４５６

　https://copel.csplace.co.jp/
交通アクセス

０４２－３１２－０４５５ ＦＡＸ
Ｍａｉｌ 　nishi-kokubunji@copel.info
ホームページ

営業日 日水 木 金 土

事業所名 コペルプラス 西国分寺教室

キャッチコピー できないことの訓練ではなく、楽しい遊びを通して、内なる能力を引き出します。

住所 国分寺市泉町3-37-31　サンエフビル２F

コペルプラス西国分寺教室は、保育園を運営する株式会社シーズプレイスが大事な時期のお子様

へ集団保育の中ではなく、個別で具体的な発達の援助を模索するなかで生まれました。

お子様を第一に考えるスタッフが、幼児教育25年のコペルメソッドで全力でサポートします。

「そのままのあなたが、だい

すきだよ」「今のままでいい

んだよ」からのスタート。専

門知識をもった児童指導

員たちが、その子に合っ

た楽しい療育で、できるこ

とを増やし、成長につなげて

レッスン時間割

①10:00～11:00

②11:15～12:15

③14:30～15:30

④15:45～16:45

⑤17:00～18:00

レッスンコース

�個別レッスン
指導員とお子さん1対１のレッスンで

す。

�集団レッスン

2人～6人のグループレッスンです。

�ご家庭や園での困りごとなど

ご相談をお受けしています。


