
サービス種別

知的 発達 精神 肢体 重心 医ケア

○ ○ ○ 要相談 要相談 要相談

月 火 水 木 金 土 日

対象 名

費用

療育のねらい

療育プログラム

児童発達支援・放課後等デイサービス 対象障害

事業所名 児童デイサービス八晃園

キャッチコピー 「できる幸せ」　いっぱい！！

〒037-0004

五所川原市大字唐笠柳字村崎243

電話・FAX TEL　0173-39-2111　　FAX　0173-39-2122

E-mail jidou.hakkouen@gmail.com

HP https://hakkouen.cloud-line.com

営業日 月行事

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

未就学児童、小学生、中学生、高校生 利用定員 10

法で定められている額

入園方法 要見学、電話相談

日常生活に必要とされる能力の習得とコミュニケーション能力や身体能力の向上。自己肯定感や自信の向上を目指しています。

個々のレベルに合わせた生活動作トレーニング、運動、音楽、学習療育、コミュニケーション

住所

サービス提供時間
9：30～　
17：00

9：30～　
17：00

9：30～　
17：00

9：30～　
17：00

9：30～　
17：00

9：30～　
16：00

閉所
祝日は閉所となります　　　　　　　　　　　　　　　

毎週土曜日は行事あります



サービス種別

知的 発達 精神 肢体 重心 医ケア

○ ○ ○ ○ ○ ○

月 火 水 木 金 土 日

対象 20名

費用

療育のねらい

療育プログラム

児童発達支援・放課後等デイサービス 対象障害

事業所名 ラ・シュシュ

キャッチコピー 楽しむ、考える、認める　"個"育て。

〒037－0012

五所川原市水野尾懸樋219番地1

電話・FAX TEL0173－26－6333　　　FAX0173－26－6332

E-mail rasyusyu@takushinkai.or.jp

HP ｈｔｔｐ：//www.takushinkai.or.jp

営業日 月行事

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

０歳～18歳（高等学校卒業年度まで） 利用定員 多機能

法で決められている金額（給食提供時には1食につき400円を徴収）

入園方法 電話相談

成長や発達に心配のあるお子様に対し一人一人にあった支援や療育を行う。

運動療法、個別療法、ソーシャルスキルトレーニング、TEACCH

住所

サービス提供時間
9：30～
15：30

9：30～
15：30

9：30～
15：30

9：30～
15：30

9：30～
15：30

9：30～
15：30

休日
誕生会・季節行事
※祭日は通常営業



サービス種別

知的 発達 精神 肢体 重心 医ケア

○ ○ ○ ○ 要相談 ×

月 火 水 木 金 土 日

対象 名

費用

療育のねらい

療育プログラム

放課後等デイサービス 対象障害

事業所名 放課後当デイサービス笑楽生

キャッチコピー 笑って楽しく生きる

〒０３７−０２０１

五所川原市金木町川倉宇田野２４

電話・FAX TEL：0173−26−5735／FAX：0173−26−5736

E-mail qqwn7dz9k@ace.ocn.ne.jp

HP http://egaotopmyhome.amebaownd.com/

営業日 月行事

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

小学校入学から高校卒業まで 利用定員 10

法で定められている負担上限月額

入園方法 まずはお電話等にてお問い合わせください。

基本的な生活を身につけられるよう、個々の特性に合わせた支援を行う

個性を大事にし、子どもに合った個別支援計画をもとに対応

住所

サービス提供時間
14：00〜
18：00

14：00〜
18：00

14：00〜
18：00

14：00〜
18：00

14：00〜
18：00

9：00〜
16：00

休

・立佞武多囃子練習
・年中行事（立佞武多参加、ハロウィンパー
ティー、クリスマス会、書き初め、節分、ひな祭
り、卒業生を送る会など）

紙張り体験 立佞武多囃子練習 立佞武多参加 クリスマス会（制作、ビンゴ大会等）

書き初め大会 卒業生を送る会 パズル ボードゲーム



サービス種別

知的 発達 精神 肢体 重心 医ケア

○ ○ ○

月 火 水 木 金 土 日

対象 名

費用

療育のねらい

療育プログラム

児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援 対象障害

事業所名 ふぅし・くくる・てぃん

キャッチコピー 子ども達の笑顔のために私たちが出来る事

〒037-0066

五所川原市中平井町24-1

電話・FAX 0173-67-4030/0173-67-4232

E-mail kafuu1208@gmail.com

HP https://kafuu1208.wixsite.com/aomori

営業日 月行事

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

療育が望ましいと思われる児童（18歳まで） 利用定員 10

法で定められている額（その他、物品使用により一部実費負担あり）

入園方法 要見学・体験利用

個別・小集団療育を通して身体面、情緒面の発達を促す

住所

サービス提供時間
9：00～
17：00

9：00～
17：00

9：00～
17：00

9：00～
17：00

9：00～
17：00

9：00～
17：00

9：00～
17：00

・季節に応じた各種行事あり
・日曜日は別プログラムを提供

アンガーマネジメント、ビジョントレーニング、親子体操などを取り入れながら、個別療育と小集団
療育にて、粗大運動・微細運動・感覚統合等を行っています。通所に際しては、往復送迎を行って
います。また、集団生活で悩みを抱え込まないように、保育所等訪問支援を通して、学校での困り
事や、学習支援のアドバイスを行っています。
育児の悩みに対しての相談は、事業所内相談支援にて随時対応しています。



サービス種別

知的 発達 精神 肢体 重心 医ケア

○ ○ ○ 要相談 × ×

月 火 水 木 金 土 日

児童発達
支援

9:30～
14:30

9:30～
14:30

9:30～
14:30

9:30～
14:30

9:30～
14:30

名

費用

《支援内容について》

★安心できる環境を設定し、お子さまの気持ちに寄り添い活動する中で、情緒の安定を図り忍耐力・自制心を育みます。

★個別支援・小集団支援等を行う中で、人との関わり方を知り社会性が身につけられるようにします。

★個別支援による様々な活動を通して気持ちを伝える心地よさを感じる中で、言葉の発達を促します。

★食事・排泄・着替え・清潔等の基本的生活習慣が身に着けられるように支援します。

★保護者様の気持ちに寄り添いながら、不安や心配なことなどについて助言し少しでも不安が解消できるよう努めます。

児童発達支援・放課後等デイサービス 対象障害

事業所名 こどもの家めいぷる

キャッチコピー
安心できる環境で、少しずつやってみたいことやできることが増えるよう
丁寧に支援します。

〒037－0004

五所川原市大字唐笠柳字藤巻704番地11

電話・FAX 0173－23－5802

E-mail kodomonoie.inabe@email.plala.or.jp

HP http://www17.plala.or.jp/kodomonoieMPL/

営業日 月行事

※土曜日は要相談。

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

児童発達支援　満２歳～満６歳 10

放課後等デイサービス　小学生以上
（児童発達支援10名、放課後等デイ

サービス10名　計10名）

法で定められている額（その他、給食等別途サービス利用により実費負担金があります）

入園方法 要見学・電話相談

療育のねらい 1人1人の子どもの状況や個人差等に応じた援助を行うことにより健やかな育成を支援します。

療育プログラム 個別支援、小集団支援、モンテッソーリ教育、ソーシャルスキルトレーニング、学習支援など

★お子さまに内在する力を信じ、モンテッソーリ教育を取り入れる中で集中力や持続力が育まれるようにします。

住所

サービス提供時間
年間を通して、四季折々の伝統的な行事に触
れられるような活動を取り入れています。

放課後等デ
イサービス

14:30～
17:30

14:30～
17:30

14:30～
17:30

14:30～
17:30

14:30～
17:30

※

対象 利用定員

子どもの発達には、個人差があり、その違いにより集団生活において社会的適応がうまくいかないことがあります。こどもの家めいぷるでは、お子さまの
ニーズや状況をふまえた個別の支援計画を作成し、１人１人の発達段階に応じた支援を行います。

児童発達支援事業（未就学児）

☆１日の流れ

・登所・健康観察・手洗い　

・個別課題

・自由遊び

　※昼食・歯磨き・自由遊び

　・降所

＊利用時間及び無料送迎バスについては

　ご相談ください

放課後等デイサービス（小学生以上）

☆１日の流れ

　・登所・健康観察・手洗い

　・学校の宿題・個別課題

　・余暇活動

　・降所

　＊無料送迎バスについてはご相談ください

　＊学校休業日は、１日のデイリープログラムに

　　基づき進めて参ります



サービス種別

知的 発達 精神 肢体 重心 医ケア

○ ○ ◯

月 火 水 木 金 土 日

対象 名

費用

療育のねらい

療育プログラム

放課後等デイサービス 対象障害

事業所名 びーたスキルアップセンター（主たる事業所・従たる事業所）

キャッチコピー ふれあいの中で育む思いやり

〒０３７−００１７

五所川原市漆川鍋懸１４７−２

電話・FAX ０１７３−２６−１０２１

E-mail sukill@aorld.com

HP aorld.jp

営業日 月行事

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

主たる：小１〜高等部3年生　従たる：小１〜小６ 利用定員 1日各１０

厚生労働省の告示の単価による（受給者証に定められた上限額あり）利用料

入園方法 要見学・面談

障害児の日常生活に置ける基本的動作の指導、知能技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援

リハビリテーション部門による発達支援（言語療法・作業療法）・個別、小集団の発達支援（日常生活動作の自立や身体機能の発達）

住所

サービス提供時間
9：00～
17：00

9：00～
17：00

9：00～
17：00

9：00～
17：00

9：00～
17：00

季節に合わせた工作作りなど



サービス種別

知的 発達 精神 肢体 重心 医ケア

○ ○ ○ × × ×

月 火 水 木 金 土 日

14:00～ 14:00～ 14:00～ 14:00～ 14:00～ 10：00～ 10：00～ 　・時間外療育あります（7時から21時まで）

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 　・年中無休（事業所の定める休日以外）

対象 名

費用

療育のねらい

療育プログラム

五所川原第一中学校の通り　徒歩３分

�　駐車場あります（2台）

放課後等デイサービス 対象障害

事業所名 児童サポートスマートブレイン

キャッチコピー 発達障害の子を持つお母さんが運営する放課後等デイサービス

〒　037-0033

五所川原市鎌谷町519-3

電話・FAX 電話　0173-38-4664　　FAX　0173-23-0677

E-mail sinobu2585@gmail.com

Instagram QRコード　下部記載

営業日 その他

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

小学生・中学生・高校生 利用定員 10

法で定められている額（その他、お弁当代などの一部実費負担あり）

入所方法 　お電話で見学・体験のお申込み（随時）　→　お子様とご家族で話し合う　→　契約

　発達に応じた集団スキルの獲得を目指す

　個別のソーシャルスキルトレーニングなど

住所

サービス提供時間



サービス種別

知的 発達 精神 肢体 重心 医ケア

○ ○ ○

月 火 水 木 金 土 日

対象 名

費用

療育のねらい

療育プログラム

児童発達支援・放課後等デイサービス 対象障害

事業所名 La.Ohana/Lea.Ohana

キャッチコピー 子ども達の笑顔のために私たちが出来る事

〒037-0066

五所川原市中平井町57グランシャリオ5号

電話・FAX 0173-67-4030/0173-67-4232

E-mail kafuu1208@gmail.com

HP https://kafuu1208.wixsite.com/aomori

営業日 月行事

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

療育が望ましいと思われる児童（18歳まで） 利用定員 10

法で定められている額（その他、物品使用により一部実費負担あり）

入園方法 要見学・体験利用

個別・小集団療育を通して身体面、情緒面の発達を促す

住所

サービス提供時間
9：00～
17：00

9：00～
17：00

9：00～
17：00

9：00～
17：00

9：00～
17：00

9：00～
17：00

9：00～
17：00

・季節に応じた各種行事あり
・日曜日は別プログラムを提供

アンガーマネジメント、ビジョントレーニング、親子体操などを取り入れながら、個別療育と小集団
療育にて、粗大運動・微細運動・感覚統合等を行っています。通所に際しては、往復送迎を行って
います。また、日常的なSSTを通して、対人コミュニケーションスキルや社会生活スキルが向上出
来るように支援しています。
育児の悩みに対しての相談は、事業所内相談支援にて随時対応しています。



サービス種別

知的 発達 精神 肢体 重心 医ケア

○ ○ 要相談 要相談 × ×

月 火 水 木 金 土 日

対象 名

費用

療育のねらい

療育プログラム

9:00 ～ 9:30 14:40 9:00

9:30 ～ 10:15 15:00 9:30

10:15 ～ 10:30 15:20 10:15

10:30 ～ 11:00 16:00 10:30

11:00 ～ 11:30 16:20 11:20

11:30 ～ 16:50 11:30

17:00 12:00

13:33

14:30

9:00 登園 15:30 15:00

9:30 個別支援 15:50 15:30

10:15 16:10 17:00

10:30 16:20

11:00 16:50

11:30 17:00

11:30

12:00

15:00

15:30

17:00

児童発達支援・放課後等デイサービス 対象障害

事業所名 児童デイサービス　いとかの杜

キャッチコピー いのちを尊び いのちが輝き合う姿を目指して

〒03７－0063

五所川原市大町　50４－13

電話・FAX 電話　017３－2６－1422　　FAX　017３－2６－1426

E-mail itokanomori@gmail.com

HP https://www.itokagakuen.info/about-3

営業日 月行事

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

・未就学児　　　　　　　　　　　　　・小学生～１８歳 利用定員 10

おやつ代１００円/回、延長保育利用料100円/10分、その他活動費実費負担

入園方法 見学・利用体験も可能です。お問い合わせください。

・健全に心身の発達を目指す『自己肯定感・感覚バランス』・豊かな感性を育む「意欲・表現」・
あたたかな人間関係を結ぶ「感謝・受容」

「音楽」「造形」「運動」

児童発達支援スケジュール 放課後等デイサービススケジュール

〈平日〉 〈平日〉５時間授業 ＜土曜日＞

登園 頃学校お迎え 登園

個別支援 宿題サポート 学習支援

いとかタイム コーナー遊び いとかタイム

体験プログラム おやつ 体験プログラム

コーナー遊び 体験プログラム いとか学園へ

送迎 いとかタイム 昼食（お弁当持参）

送迎 リラックスタイム

いとか学園交流

〈土曜日〉 6時間授業 いとかの杜へ戻る

頃学校お迎え おやつ

宿題サポート コーナー遊び

いとかタイム おやつ 送迎

体験プログラム 体験プログラム

コーナー遊び いとかタイム

お弁当（持参） 送迎

お弁当（持参）

お昼寝

おやつ

コーナー遊び

送迎

住所

サービス提供時間 休み
9:00～
17:00

9:00～
17:00

9:00～
17:00

9:00～
17:00

9:00～
17:00

休み
いとか学園交流事業　こども食堂　

お誕生会

「音楽」:リトミック、ボイストレーニング、うた、打楽器、絵描き歌、童謡、リズム遊び、ミュージックシア
ター、手話、ダンス、手遊び歌など　                                                                   「造形」:さまざ
まな素材の制作や粘土遊び、ままごとづくり、積み木、折紙、絵画、切り絵など　「運動」:トランポリ
ン、ボール、バランス、体操、ヨガ、じゃんけんゲーム、なわとび、キャッチボールなど


