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11．児童発達支援・ 

放課後等デイサービス 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○児童発達支援 

 成長や発達に心配のある就学前の子どもに対し、日常生活に必要な動作

の指導や、集団生活に適応するための訓練等の支援を行います。 

 

○放課後等デイサービス 

 支援が必要な就学後の子どもに対し、生活能力の向上のために必要な 

訓練や、集団の中で社会性を身につけるための支援を行います。支援が 

必要な子どもの学童保育的な役割も担っています。 



西方総合支所

都賀総合支所

東武金崎駅

野州大塚駅
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野州平川駅

藤岡駅

栃木市役所

静和駅

児童発達支援
放課後等デイサービス

栃木・大平地域
①②やまと
③K’きっずとちぎ
④K’きっずひので
⑤Kvell（クヴェル）
⑥クルールとちぎ
⑦くえるぼきっず
⑧ふわり
⑨かぜのこ
⑩くえるぼきっずpro
⑪キッズホームとちぎ
⑫あすなろ
⑬あすひ
⑭星風院
⑮ウィズユーおひら
⑯もくせいの里
⑰K’きっずおおひら
⑱ASKAclub大平
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■集団活動

■個別活動

■食事指導

■その他

個々の発達段階に応じた展開食を用意し、数多くの食材を食べられるように支援します

通常は母子分離を主としているため、年4回の親子行事と、年3回の保護者会を実施しています

≪事業所紹介≫

10名

■利用料 給食費（１食５００円）

■食事提供 あり

■送迎サービス なし

■営業日、時間

令和４年６月１日現在

≪事業所概要≫

■職員配置 保育士 2名　作業療法士 1名　看護師 2名

≪事業所概要≫

TEL　0282-28-6385

■主たる対象者

■主たる対象者 重症心身障がい児（小学生～高校生）

■送迎サービス

＜児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所＞【栃木・大平地域】

あり

☑胃ろう　☑ｽﾄｰﾏ　☑在宅酸素　☑気管切開　☑人工呼吸器　☑留置ｶﾃｰﾃﾙ　☑導尿　☑たん吸引■医療的ケア

■食事提供

■利用料

【児童発達支援】
■やまとは、肢体不自由児の保育園
　やまとは母子分離の集団療育がメーンの事業所です。
これから始まる学校生活の準備として、社会生活に早目
に慣れておくこと、お友だちとの生活を楽しむことを目標と
しています。
■やまとの、ほいはび（保育ハビリテーション）
　保育士と作業療法士がチームとなって療育を行います。
一人ひとりのお子さまにとってどのような育みが必要かを
見極め、伸び伸びと自信をもって成長できるようサポート
していきます。

社会福祉法人　すぎのこ会

①児童発達支援事業所やまと

328-0015　栃木市万町27-9

FAX　0282-22-0555

メール　yamato@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp/

■営業日、時間 月～金曜日　8：30～14：30（集団療育は、14：00まで）

給食費（１食３５０円）

あり（栃木市内に限る。医療的ケアのある方は、ご相談となります）

■職員配置 保育士 2名　作業療法士 1名　看護師 2名

重症心身障がい児（未就学）

≪活動内容など≫
手指微細運動、いちご体操、製作、サーキット、戸外活動、プール遊び（夏期のみ）などを行います

余暇時間を利用して、個々に見合った認知面・身体面の課題を行います

5名■利用定員

≪活動内容など≫

■適応訓練 始まりの会・活動で個々に見合った返事と挨拶、順番を待つ、ルールを守る、自己決定・自己選択

■集団活動 手指微細運動、粗大運動、やまと体操、製作、戸外活動、スヌーズレンなど

≪事業所紹介≫【放課後等デイサービス】
■やまとの放課後等デイサービス
○高齢者や障がい者、地域の方々との交流の場を持ちな
がら、お互いの活力と生きる力を育みます。
○親子、兄弟、家族の、元気な生活を支援します。
○自らの発達を促し、主体性や自主性が身に着くよう支
援します。
○様々な活動を通して、より多くの成功体験を経験してい
ただけるよう支援します。

社会福祉法人　すぎのこ会

②放課後等デイサービス事業所やまと

328-0015　栃木市万町27-9

FAX　0282-22-0555

メール　yamato@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp/

月～金曜日　13：00～17：30（長期休暇等の学校休業日は、8：30～17：30）

TEL　0282-28-6385

■医療的ケア ☑胃ろう　☑ｽﾄｰﾏ　☑在宅酸素　☑気管切開　☑人工呼吸器　☑留置ｶﾃｰﾃﾙ　☑導尿　☑たん吸引

■利用定員

■個別活動 余暇時間を利用して、個々に見合った認知面・身体面の課題を行います

■その他 長期休暇には、お楽しみイベントや、栃木東中学校生徒さんとの交流会を実施しています
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清田建設工業株式会社

③K'きっず とちぎ

328-0032　栃木市神田町2-8

TEL　0282-21-8017 FAX　0282-21-8018

メール　k.kids.tochigi@gmail.com

ホームページ　https://kkidstochigi.wixsite.com/kkids

≪事業所紹介≫【児童発達支援・放課後等デイサービス】

≪活動内容など≫
幼　児：日常生活の自立支援や遊び、学びの場を提供いたします。
小学生：集団行動・学習支援・自立に向けた取り組みを行います。
中高生：就職に向けた自立支援を実施します。
「切り替え」や「コミュニケーション」など、個々の課題に注目し、
集団での療育を通してステップアップを目指しています。
こどもたちの「できた」を引き出し、ほめることで自信を養っていきます。

＜児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所＞【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【児童発達支援・放課後等デイサービス】

■食事提供 食事なし　おやつあり（無料）

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 月～金曜（祝祭日含）10：00～17：00　（ただし12/30～1/3及び事業所指定の休業日有）

■利用定員 10名

■利用料 国の定める通り

■送迎サービス あり(学校等へのお迎え、自宅送迎可)

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者 1名　児童発達支援管理責任者 常勤 1名　児童指導員 常勤 1名以上 公認心理士１名

■対象者 （発達）障がい児、もしくはその疑いのある児童

0歳～18歳までの障がいのあるお子さまや、発達に特性
のあるお子さまが、通園前後や放課後、夏休みなどの長
期休暇に利用できる福祉サービスです。 「K’きっずとち
ぎ」では小集団や集団活動を通して、お子さまの「できた」
を増やし、自己肯定感を高めます。また、安心できる居場
所でお友だちとの関わりや宿題などのサポート、運動によ
るリフレッシュも行います。土・祝日にはイベントなどの課
外活動を行っています。お昼ご飯を皆で食べることや余暇
活動を行うことで、社会に出てから過ごしやすい方法等を
ご提案していきます。

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者 1名　児童発達支援管理責任者 常勤 1名　児童指導員 常勤 1名以上

■対象者 （発達）障がい児、もしくはその疑いのある児童

0から18歳までの障がいのあるお子様や、発達に特性の
あるお子様が、通園前後・放課後や夏休みなどの長期休
暇に利用できる福祉サービスです。K'きっずひのででは、
落ち着いた環境の中、子供たち一人一人に寄り添い、お
子様に合った療育を行い保護者様と共に成長を見守って
いきます。　色々な体験や経験を積むことによって、園や
学校生活で必要な身辺自立や、これからの社会生活に必
要な自主性・主体性・協調性を養っていきます。経験豊か
なスタッフが療育に当たりますので安心してお任せくださ
い。

清田建設工業株式会社

④K'きっず ひので

328-0034　栃木市本町15-4

TEL　0282-51-2829 FAX　0282-51-3750

メール　k.kids.hinode@gmail.com

ホームページ　https://kkidstochigi.wixsite.com/website-8

■食事提供 食事なし　おやつあり（無料）

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 月～金曜（祝祭日含）10：00～17：00　（ただし12/30～1/3及び事業所指定の休業日有）

■利用定員 10名

■利用料 国の定める通り

■送迎サービス あり(学校等へのお迎え、自宅送迎可)

≪活動内容など≫
毎月壁画の工作。
宿題・課題・集団活動・運動・自由遊び・おやつ
週間活動　月：音楽を楽しもう　火：マジックシアター　水：体操　木：サーキット　金：トランポリン
個々の目標に向かい、スモールステップで成長を積み重ね自信に繋げます。
集団活動では異年齢児でのコミュニケーションや場面の切り替えを大切にします。

清田建設 福祉 検索

清田建設 福祉 検索
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FAX：0282-21-7609

メール　kvell.tochigi@gmail.com

ホームページ　kkidstochigi.wixsite.com/website

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者 1名　児童発達支援管理責任者 常勤 1名　児童指導員 常勤 1名以上

■対象者

■営業日、時間 月～金曜（祝祭日含）10：00～17：00　（ただし12/30～1/3及び事業所指定の休業日有）

≪活動内容など≫
〈小・中・高学生〉宿題を中心に個別の学習支援を行います。オンライン学習教材「すらら」を使い、ひとり一人の学
習レベルに合わせた学びを提供します。個別のスケジュールで活動を行い、時間への意識や切り替えができるよう
主体性を育みます。長期休暇には、学習のほか、工作活動・お仕事体験・レクリエーション活動・外出体験等様々な
活動を通して、心身ともに総合的な支援を行います。
〈ルネサンス高等学校生〉（通信制）レポートの提出を計画的にサポートします。

＜児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所＞【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在

■送迎サービス あり(学校、自宅送迎　要相談)

■食事提供 なし　

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

（発達）障がい児、もしくはその疑いのある児童

■利用定員 10名

■利用料 国の定める通り

≪事業所紹介≫【放課後等デイサービス】
「個別学習支援」に特化した放課後等デイサービスで
す。　　「教育」と「福祉」を融合させた新たな取り組み
です。さらに将来の就労を見据えて役割や責任を学ぶ
機会を設けています。様々な体験活動を通して社会性
を育み、子どもたちの自己肯定感を高め生きる力を育
みます。
ルネサンス高等学校との提携により高校卒業資格取
得を応援します。
発達相談やご見学も随時受け付けております。お気軽
にお問合せください。

清田建設工業株式会社

⑤クヴェル 栃木教室

328-0042　栃木市沼和田町11-20　前澤ビルA

TEL：0282-21-7606

≪事業所概要≫

■職員配置 保育士1名以上、児童指導員1名以上（多機能型）

■対象者 高校3年生までの障がい児　　※事業所内の設備で安全に療育が行える範囲

≪事業所紹介≫【児童発達支援・放課後等デイサービス】
　2020年12月に多機能型の事業所として開所しました。
　お子様1人ひとりの発達のつまずきや特性に合わせた
支援を行うため、午前中は未就学児を中心とした個別療
育を、午後は少人数でのグループ療育を行っています。
将来の自立した生活を目指し、ライフスキル（生きる力）ト
レーニングを行っています。

ケンモク合同会社

⑥クルールとちぎ

328-0045　栃木市湊町4-13

TEL　0282-51-3480 FAX　0282-51-2817

メール　couleur.tochigi@gmail.com

ホームページ　https://couleurtochigi.wixsite.com/website

■食事提供 なし

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 月曜日～金曜日（祝日含む）　9：00～18：00

■利用定員 10名（児童発達支援・放課後等デイサービスあわせて）

■利用料 所得等に応じた法定利用料とおやつ代50円、行事等の参加費、工作費等

■送迎サービス あり　※事業所から７ｋｍ以内。それ以上は要相談

≪活動内容など≫
個別療育：身辺自立やコミュニケーション、場面の切替などを、お子様の発達段階や学習の
スタイルに合わせて、自発的に取り組めるよう1人ひとり異なるプログラムを行っていきます。
グループ療育：対人関係、ルール理解、身だしなみ、健康管理、金銭管理、進路選択など、
おとなになるまでに必要とされるライフスキル（生きる力）を1人ひとりの理解の仕方に合わせた
課題や活動、プログラムを行っていきます。

清田建設 福祉 検索
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■営業日、時間

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

月～金曜日（年間行事により祝祭日、土曜日営業）　集団9：00～12：30　個別8：45～16：45の間の40分間

≪活動内容など≫

1人1人のお子様の発達段階に合わせた療育を行っていきます。4～5人の小集団では、
ミュージックケアなどの音楽療法、散歩や中庭や公園での外遊びを通し、お友達と一緒
に楽しく身体を動かします。
40分の個別療育では、ゲームや遊びを通じて社会性を学んだり、ビーズのひも通し、
型はめ、配列、絵本読み、工作等、椅子に座って集中して活動が出来るよう、その子
に合った教材を手作りしながら1対1での療育を行います。

■対象者 支援が必要な乳児から就学前までの幼児　※但し、当事業所の設備等で安全に療育ができる範囲

■利用定員 10名（多機能）　※児童発達支援と放課後等デイサービス合わせて

■利用料 行事等の参加費　連絡帳代　等

■送迎サービス なし　※要相談

■食事提供 なし　午前中の集団療育利用の場合は、お弁当をご持参下さい

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 祝日・年末年始を除く月曜日～金曜日・午前8時30分から午後５時

≪活動内容など≫

≪事業所概要≫

■職員配置

≪事業所概要≫

■職員配置 児童発達支援管理責任者 1名、保育士 2名以上、児童指導員 1名以上（多機能型）

管理者1名、児童発達支援管理責任者1名、児童指導員３名、理学療法士3名、言語聴覚士1名、保育士１名

■対象者 未就学児

■利用定員 １日20名

■利用料 児童福祉法における児童発達支援給付により利用するサービス料金の原則1割を自己負担していただきます。

≪事業所紹介≫【児童発達支援】
ことばの遅れが気になる、コミュニケーションがと
りにくい、育てにくさや不安を感じるといったお子
様の支援を社会福祉士・理学療法士・言語聴覚
士・児童指導員・保育士等の専門スタッフが個別
療育を中心として行っています。お子様の心身の
発達を促し、相談を通してご家族の支援を行って
います。

株式会社TTT

⑦くえるぼ　キッズ

328-0013　栃木市昭和町２－８

TEL　0282-51-2427 FAX　0282-51-2427

メール　t-tochigi@cc9.ne.jp

ホームページ　https://g.page/kuerubokids

＜児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所＞【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在

・児童発達支援事業：1対1の関わり合いの中で認知・言語理解・言語表出・社会性など8つの発達単元項目を
基本とした個別療育を行っています。
・保育所訪問等支援事業：集団生活において支援を必要とするお子様に対し保護者からの要請により、訪問
支援員が保育所等を訪問し、直接保育を行い、お子様への適切な保育を園の先生方と一緒に考えていきま
す。

≪事業所紹介≫【児童発達支援・放課後等デイサービス】
栃木市の中心に位置し、多機能型事業所として事業所展開
しています。利用するお子様一人ひとりとの関わりが多く持
てるように、少人数でのグループ療育やマンツーマンでの個
別療育を行っています。午前の集団療育は昼食を食べてか
らのお帰りとなりますので、ゆっくりじっくり活動を行うことが
出来ます。

社会福祉法人　あゆみ園

⑧ふわり

328-0012　栃木市平柳町1-15-11

TEL　0282-25-5030 FAX　0282-25-5031

メール　ayumien@ayumien.or.jp

ホームページ　https://ayumien.or.jp/

■送迎サービス なし

■食事提供 なし
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■営業日、時間

・児童発達支援事業：言語発達、精神発達、運動機能向上を目標に支援を行っています。また、運動と学習の
切り替えを経験しながら、楽しめる療育を提供していきます。
・保育所訪問等支援事業：集団生活において支援を必要とするお子様に対し保護者からの要請により、訪問
支援員が保育所等を訪問し、直接保育を行い、お子様への適切な保育を園の先生方と一緒に考えていきま
す。

■送迎サービス なし

■食事提供 なし

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 祝日・年末年始を除く月曜日～金曜日・午前8時30分から午後５時

≪活動内容など≫

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者1名、児童発達支援管理責任者1名、児童指導員３名、理学療法士3名、言語聴覚士1名、保育士１名

■対象者 未就学児

■利用定員 １日20名

■利用料 児童福祉法における児童発達支援給付により利用するサービス料金の原則1割を自己負担していただきます。

■送迎サービス あり　学校から当事業所まで

■食事提供 あり　昼食代 620円　おやつ代50円

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

月曜日～金曜日（祭日は年間行事に記載）　平日 13：30～17：30　学校休業日 9：00～17：00

≪活動内容など≫

集団活動の中で、運動や音楽療法、ルールのある遊びを通して、社会性
が身につけられるよう支援します。季節に合った工作や、１人１人に合わせ
た作業課題を取り入れ、完成させる自信へと繋げていきます。
毎月行われる誕生会では簡単なおやつを作ったり、季節の行事、園外へ
出て電車に乗ったり、自分のおやつを買うなどの園外学習も行っています。

≪事業所紹介≫【児童発達支援】
くえるぼキッズの従たる事業所として2022年3月に
開所しました。理学療法士、言語聴覚士、保育士
を中心に、専門職にしか出来ない療育を提供して
います。転びやすい、手先が不器用、言葉が遅い
等、様々な特性を持ったお子様に合わせた個別
療育を行っています。また、グループ療育の必要
性があるお子様にはグループでの療育も提供して
います。

株式会社TTT

⑩くえるぼ　キッズｐro

328-0013　栃木市平柳町3‐54‐17

TEL　0282-51-3157 FAX　0282-51-3157

メール　t-tochigi@cc9.ne.jp

ホームページ　https://g.page/kuerubokids

■利用料 おやつ代 、行事等の参加費、連絡帳代、教材費等

≪事業所紹介≫【児童発達支援・放課後等デイサービス】
多機能型の小規模事業所です。利用者様、保護者様
とゆっくり関わりを持つ事ができるよう、より良い環境
作りを行い、個々の困り事に添った支援や、自立に向
けた支援を行っています。

社会福祉法人　あゆみ園

⑨かぜのこ

328-0012　栃木市平柳町1-15-11

TEL　0282-25-5030 FAX　0282-25-5031

メール　ayumien@ayumien.or.jp

ホームページ　https://ayumien.or.jp/

≪事業所概要≫

■職員配置 児童発達支援管理責任者 1名、保育士 2名以上、児童指導員 1名以上（多機能型）

■対象者 小学生～高校3年生（精神・身体・知的）　※但し、当事業所の設備等で安全に支援ができる範囲

■利用定員 10名（多機能）　※児童発達支援と放課後等デイサービス合わせて

＜児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所＞【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在
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* 学年別での２クラス編成（小学１年生～６年生、中学１年生～高校３年生）
* 個別での活動提供（個々の能力に合わせた課題や個人課題）
* 季節行事（クリスマス会・ハロウィンパーティ・かき氷フェスタ　等）や調理実習
* 異年齢児と行う合同活動
* 音楽療法士による音楽療法（毎週月曜日/週１回）　ピアノを使ったリトミック（毎週金曜日/週１回）　※小学生対象

■送迎サービス 学校から事業所間での送迎

■食事提供 なし

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 月曜日～土曜日  【平日】　12時30分～17時30分　【学校休業日】　8時30分～17時30分

≪活動内容など≫

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者（所長） 1名　児童発達支援管理責任者 1名　保育士 ３名　児童指導員５名　事務員 1名

■対象者 受給者証をお持ちの知的障がいの方が主になります。

■利用定員 20名

■利用料 所得等に応じて法律などで定められた利用料

集団療育
《目的》日常生活に必要な基本的動作を習得できるよう個々に応じた支援、指導を行い、また、関わりの中でコミュニケー
ションの向上等 を 目指します。
《内容》（プランの一部）呼名、手遊び、楽器遊び、リズム体操、粗大運動、色合わせや形あわせ、仲間集め、パズル、 お買
い物ごっこ、 ゲーム、着脱支援、排泄支援
個別療育
《目的》それぞれお子さんの発達に合わせ認知や身体機能の向上を促し得意なことを伸ばしながら苦手意識を自信つなげ
ていきます。
《内容》(プランの一部)描く＆書く。色分け、形分け、仲間分け。数と量の概念。順番がわかるように･･･。はしや鉛筆、はさ
みの持ち方、
使い方。なわ跳びに挑戦！動作語、反対語、比較語、擬声語。ボタン掛けに挑戦！

≪事業所紹介≫【放課後等デイサービス】
・今年度は「楽しみながらいろいろな経験ができる場
所」を大きなテーマとして、職員、利用児共に過ごし
ていきます。
・個々の得意なものを発見・伸ばしていきながら、生
活能力の向上、自立を目指していきます。
・学年、年齢、能力、自立度を元に個別課題の設定
を行っています。また、園庭や近隣の公園を利用し
た戸外活動も取り入れています。

社会福祉法人　すぎのこ会

⑫あすなろ
328-0068　栃木市大皆川町572-2

TEL　0282-20-8338 FAX　0282-24-3368

メール　asunaro@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp

■送迎サービス なし

■食事提供 なし

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 月曜～金曜（祝日12月29日～1月3日除く）　午前：午前8時45分～正午　午後：午後1時～午後5時

≪活動内容など≫

≪事業所概要≫

■職員配置 常勤 ４名　非常勤 ２名

■対象者 支援が必要な乳児から就学前までの幼児

■利用定員 1日 20名（午前・午後合わせて）

■利用料 所得等に応じて法律などで定められた利用料

＜児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所＞【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【児童発達支援】
　社会福祉法人栃木市社会福祉協議会が運営している
児童発達支援事業所です。
　お子様一人ひとりに合った発達支援、自立支援を行い
ます。
　心理相談、作業療法士相談を随時開催しています。
  また、夏祭りやクリスマス会等親子参加型のイベントを
開催したり、毎月音楽療法士による音楽サロンを行ってい
ます。

社会福祉法人　栃木市社会福祉協議会

⑪キッズホームとちぎ
328-0027　栃木市今泉町2-1-40

TEL　0282-22-4481 FAX　0282-51-2663

メール　zaitaku-tochigi@tochigishi-shakyo.or.jp

ホームページ　http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/
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■営業日、時間

■食事提供 学校休業日のみ弁当注文あり

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 月～金曜日　12：30～17：30　　学校休業日（日曜日を除く）　8：30～17:30　

≪活動内容など≫

■職員配置 支援員 4名

■対象者 知的障がい児（小学生～高校生）

■利用定員 10名

■利用料(実費負担分) おやつ代 50円

■送迎サービス あり（栃木特別支援学校から事業所間のみ実施）

＊個別療育・・・・・個室で落ち着いて集中できる環境を整え、一人ひとりに必要な課題を提供します。
＊グループ療育・・グループでの様々な活動を通じて、社会性を養い、友達と関わる中での基本的なルールや接し
方を学んでいきます。また、買い物訓練、粗大運動、リズム遊びや季節に合わせた制作活動も行っています。
＊作業訓練・・・・・一人ひとりにあった作業課題を提供し、作業に取り組む姿勢や自信をつけていきます。
＊その他・・・・・半年に一度の日帰り外出、夏まつり  ※新型コロナウィルス感染症流行の為、中止する場合もあり
ます。

＜児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所＞【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【児童発達支援・放課後等デイサービス】
社会福祉法人星風会が運営する児童発達支援・放課
後等　デイサービス事業所です。
遊びや生活指導を中心にした療育活動を基本に、
一人一人の障害状況に応じてリハビリ等を併せて行
い、心身の発達を促します。

社会福祉法人　星風会

⑭星風会病院　星風院

328-0004　栃木市田村町925-2

TEL　0282-27-5222 TEL　0282-27-5482

メール　seifuin@sfk.or.jp

ホームページ　http://www.sfk.or.jp

≪事業所紹介≫【放課後等デイサービス】
＊個室を活用して落ち着いて取り組める環境で、一
人ひとりに合わせた個別療育を行います。
＊広い遊戯棟が設備されているため、天候に関わら
ず思い切り身体を動かすことができます。
＊快適で安心して過ごせる居場所を提供できるよう
支援をしています。
＊目標に向けて主体的に生活できるよう、一人ひとり
に寄り添って支援しています。

社会福祉法人　すぎのこ会

⑬あすひ
328-0125　栃木市吹上町571

TEL　0282-21-7101 FAX　0282-21-7102

メール　asuhi@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp/

≪事業所概要≫

≪事業所概要≫

■職員配置 看護師 1名　児童発達支援管理責任者 1名　保育士 1名　児童指導員 3名　理学療法士 1名

■対象者 重症心身障がい児

■利用定員 5名

■利用料 所得等に応じて法律などで定められた利用料、昼食 530円　おやつ 170円　光熱費 320円

■送迎サービス 有　エリア(下記の活動内容参照下さい。）※学校への送迎、長期休暇のみ利用の場合は送迎無

■食事提供 あり

■医療的ケア ☑胃ろう　☑ｽﾄｰﾏ　☑在宅酸素　☑気管切開　☑人工呼吸器　☑留置ｶﾃｰﾃﾙ　☑導尿　☑たん吸引

月～金曜日　第2・4土曜日(祝祭日は除く）　8：30～17：30（サービス提供時間 9：00～16：30）

≪活動内容など≫
・個別活動：ふれあい体操・アロマクリームでのマッサージ・本読み等
・集団活動：野外活動、制作活動、音楽活動、ゲーム遊び
・機能訓練(PTによるリハビリ）・入浴サービス
・送迎サービス（エリア　栃木市　小山市　下野市　壬生町及びその周辺地域）
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■営業日、時間

■対象者 知的障がい・愛着障がいをお持ちの小学生から高校生まで

■利用定員 １０人

■利用料 おやつ代５０円

≪事業所紹介≫【児童発達支援・放課後等デイサービス】
社会に出るまでの限られた時間の中で、一つでも
多くの『できた！！』を経験して頂けるように、職員
一同頑張っています。

株式会社BLISS

⑮ウィズ・ユー栃木大平

329-4404 栃木市大平町富田975-38

TEL 0282-51-2211 FAX 0282-51-3769

メール　with-you2022@outlook.jp

ホームページ　https://www.with-ac.com/shisetu/tochigioohira/

＜児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所＞【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【放課後等デイサービス】
　利用児とそのご家族のライフステージとご希望をお
聞きし、個別支援計画書を作成させていただき、適切
で温かなサービス提供に心がけます。
　支給決定をする栃木市等の行政及び栃木特別支援
学校等と連携し、利用児の生活能力向上に必要な訓
練、社会との交流促進、自立促進に努めています。
　障害者支援施設（入所施設等）と連携し、短期入所・
日中一時支援のサービス提供を行うこともできます。

社会福祉法人　すぎのこ会

⑯もくせいの里
329-4405　栃木市大平町西山田1198

TEL　0282-43-0593 FAX　0282-43-1387

メール　mokusei@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp/index.html

■送迎サービス あり　お迎えは学校まで　帰宅は自宅まで

■食事提供 なし

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

サービス提供時間　平日10：00～17：30　土曜10：00～16：00

≪活動内容など≫

地域との交流・公共の施設や乗り物を使って社会性を身に付ける・制作活動・グループ活動

≪事業所概要≫

■職員配置 児童指導員４人　保育士４人　指導員１人

≪事業所概要≫

■職員配置 保育士・児童指導員 2名以上　看護師 1名　事務員 1名　嘱託医 1名

■対象者 障がい児（原則 中学生・高校生）

■利用定員 10名

■利用料 所得等に応じて法律などで定められた利用料、給食（昼食代） 350円（1食）　おやつ代（1日） 50円

■送迎サービス あり（栃木特別支援学校への迎えあり）

■食事提供 あり 350円

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 月～金　14：30～17：30（水曜のみ　13：30～）、学校休業日（長期休業含む）　9：00～17：00

≪活動内容など≫
●季節の行事に沿った絵や工作など、様々な創作活動の場を提供します。
●おうちではなかなかできないクッキングやおやつ作りを楽しみます。
●公園で遊んだり、散歩に出かけたり、積極的に身体を動かす
機会を設けます。
●日帰り旅行や買い物等の外出行事も行い、
刺激のある体験の機会を提供します。
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≪活動内容など≫
未就学・幼稚園・小学生それぞれ個別・小集団、発達段階別に分かれて活動していきます。未就学や幼稚園
のお子様は、運動機能の回復が早く効果が出やすい時期です。学習に入る前に必要な集中力や挑戦する力
を身につけていき、小学校への移行につなげていきます。小学生は、発達段階別に分け、楽しく運動を継続的
に行う・学習に集中できるだけの体つくりをする。不安なことを乗り越えていくだけの挑戦する力・周りの状況を
見て行動する・合わせることを運動で身につけていきます。

≪事業所紹介≫【児童発達支援・放課後等デイサービス】
発達が気になる子どもたちのための運動教室となっ
ています。子ども本来の能力と自信を取り戻すため
に、どこに困りごとがあるのかを運動面からサポート
していきます。
　体つまずきを理解していくと、お子様が必要として
いた感覚・認知力が改善されていきます。集中力や
挑戦する力を取り戻し、子どもらしい姿に変わってい
くのが私たちのやりがいとなっています。

一般社団法人　ASKA

⑱ASKAclub大平
329-4423　栃木市大平町西水代3510-1

メール　askaclub452525@gmail.com

ホームページ　http://www.aska.club/

■利用定員 10名

■利用料 国の定める通り

≪事業所紹介≫【児童発達支援・放課後等デイサービス】

未就学児と就学児童が明るく楽しく過ごせる広々と
した事業所です。創作活動、公園や商業施設への
外出体験など五感を使った体験型の活動によりソー
シャルスキル、コミュニケーションスキルの向上を支
援しています。日々の活動では、個別で学習を行う
時間やパソコンの時間、基本的な生活習慣を身に
付ける時間など、子どもたちの特性に合わせて楽し
く過ごしています。

清田建設工業株式会社

⑰K'きっず　おおひら

329-4422　栃木市大平町榎本363

TEL　0282-51-1564 FAX　0282-51-6123

メール　k.kidsoohira@gmail.com

ホームページ　kkidstochigi.wixsite.com/kkids-oohira

運動や外出のイベントを開催し子どもたちの知識や体力向上が
できるようサポートしています。
各種創作活動やお手伝いなどを通してたくさんの「できた！」を発見しています。
学校の宿題や課題に取り組んだり、パソコンを使用した
タイピング練習なども取り入れています。

＜児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所＞【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在

■送迎サービス あり(学校等へのお迎え、自宅送迎可)

■食事提供 食事なし　おやつあり（無料）

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 月～金曜（祝祭日含）10：00～17：00　（ただし12/30～1/3及び事業所指定の休業日有）

≪活動内容など≫

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者 1名　児童発達支援管理責任者 常勤 1名　児童指導員 常勤 1名以上

■対象者 （発達）障がい児、もしくはその疑いのある児童

■利用料 おやつ代50円　その他、外出費など実費負担

■送迎サービス あり（自宅まで送迎可）

■食事提供 なし

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 月～土　（平日：児童発達支援10：00～12：30　放課後等デイサービス14：30～17：30　学休日：9：00～16：00

TEL　0282-45-2525 FAX　0282-45-2828

≪事業所概要≫

■職員配置 児童指導員　5名　理学療法士1名

■対象者 発達にお困りの方（受給者証をお持ちの方）

■利用定員 通じて10名

清田建設 福祉 検索
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・利用者様の状況に応じた活動プログラムを立案し実施いたします。
・送迎サービスが必要な場合は提供いたします。

■送迎サービス あり　　栃木市・鹿沼市・壬生町（要相談）

■食事提供 学校休業日の昼食の提供可

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 月～日曜日　10：00～17：00

≪活動内容など≫

≪事業所概要≫

■職員配置 児童指導員 ５名　障がい福祉サービス経験者 2名

■対象者 障がい児

■利用定員 10名

■利用料 食費 1食3１0円（昼食を提供する場合）

≪事業所紹介≫【放課後等デイサービス】
特定非営利活動法人ハートフルふきあげが運営す
る放課後等デイサービス事業所です。
事業所は、障がい児の身体及び精神の状況並びに
その置かれている環境に応じて、適切かつ効果的
に生活能力の向上のための指導及び訓練を行いま
す。

⑳くすのき事業所

328-0102　栃木市都賀町富張255-1

TEL　0282-91-1511 FAX　0282-21-7225

メール　heartfulfukiage@cc9.ne.jp

社会福祉法人　共育会

⑲就労準備型放課後等デイサービスHilo

〒328-0111　栃木県栃木市都賀町家中2293-3

TEL　0282-51-7893 FAX　0282-51-3021

メール　merry.hilo@gmail.com

就学、就労を見通した支援を行い、社会で活躍するために必要なスキルを身につけていきます。事業所内に
ある障がい福祉サービス事業所Honu(就労継続支援B型)との関わりの中で様々な作業を通して、自然に触れ
合いながら社会に適応出来る「生きる力」を身に着けられる様、支援していきます。

＜児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所＞【都賀・西方地域】 令和４年６月１日現在

■送迎サービス 有り　※要相談

■食事提供 300円/食

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 月曜日〜土曜日 10:30 〜 18:30

≪活動内容など≫

≪事業所概要≫

■職員配置 児童発達支援管理責任者 1名　児童指導員 1名 保育士 2名 送迎員 1名

■対象者 知的障がい者　身体障がい者　精神障がい者

■利用定員 10名

■利用料 所得等に応じて法律などで定められた利用料

≪事業所紹介≫【放課後等デイサービス】
2021年4月に新設開所した事業所です。
個性を大切にしながら、一人ひとりが本来持ってい
る能力を引き出し、社会で生かせる様に、その子に
合った療育を行っております。
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＜児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所＞【藤岡・西方地域】 令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫

＊集団療育：小集団の中で、基本的生活習慣・基本動作・社会性を身につけ、コミュニケーション力を高めていきま
す。トイレトレーニング、呼名、リズム遊び、手遊び、楽器遊び、粗大運動、季節に応じた製作、ふれあい遊び、ルー
ルのある遊び、リトミック　等
＊個別療育：個々の興味、発達に応じた課題を提供し、成功体験を積み重ね、自信や意欲に繋げていきます。粗大
運動、色や形の弁別、物の概念、反対言葉、数の理解、文字学習、はさみの練習、鉛筆の持ち方　等

■送迎サービス なし(要相談)

■食事提供 なし

≪事業所紹介≫【児童発達支援】
・社会福祉法人すぎのこ会が運営する児童発達支援
事業所です。
・療法士と支援員が連携し、療育を行います。
・個々の発達段階に応じて集団療育、または個別療育
で、子どもたちの成長をサポートします。
・ひまわり祭りやクリスマス会、季節ごとに戸外訓練を
実施。
・保護者の気持ちに寄り添った家族支援。保護者同士
が気軽に話せる場として、毎月ひまわりサロンを開
催。

社会福祉法人　すぎのこ会

㉒ひまわり
329-4307　栃木市岩舟町静1612

TEL　0282-55-4800 FAX　0282-55-4889

メール　suginoko.himawari@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp/

≪事業所概要≫

■職員配置 保育士 ３名　療法士 １名

■対象者 療育が必要な未就学児

≪事業所概要≫

■職員配置　　   管理者1名、児童指導員2名

■対象者　　　    障がいを持つ児童、発達のつまずきが見られる児童

■利用定員　　   1日10名

■利用料　        国の定めによる

■送迎サービス  学園内はあり

■食事提供　　　　なし

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間　月～金 9:00～18：00　（土日祝、年末年始、学校幼稚園休業日はお休み）

≪活動内容など≫
・ 1人1人に合わせたスケジュールを作り、目に見える形で表示し、子どもが安心して支援を受けられるようにし
ています。
・ 感覚統合の為の運動（跳躍・回転・筋肉をつける運動）を行っています。
・ 集団生活に適応する為のソーシャルスキルトレーニングを行っています。

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 月曜日～土曜日　９：00～17：00　ただし、祝日及び12月31日から翌年１月３日までを除く

≪活動内容など≫

■利用定員 10名

■利用料 所得等に応じて法律などで定められた利用料、行事費は実費負担

【児童発達支援】
集団生活や日常生活につまずきを感じている　お子さ
んの支援を行います。また、お子さんの　日常生活を
支えるご家族の支援も同時に行い、お子さんとご家族
の生活がより良く送れるよう　お手伝いをいたします。

学校法人しずわでら学園

㉑STEPラボ

323-1104 栃木市藤岡町藤岡6466-7

TEL 0282-51-3341 FAX 0282-51-3341

メール step-rabo@outlook.jp

ホームページ　http://steplab-kids.com
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■営業日、時間

■営業日、時間 月曜日～土曜日（学校開校日：12：30～17：30/休校日：８：30～17：30）　ただし、12月31日から翌年１月３日を除く

≪活動内容など≫
＊集団活動：戸外遊び、粗大運動、リトミック、季節に応じた製作、机上課題(粘土等)、清掃活動　等
＊個々の特性や興味に合わせた課題や遊びを提供
＊土曜日や長期休暇は、社会適応訓練を実施
＊毎月の誕生会では調理実習などを行っています。

＜児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所＞【都賀・西方地域】

≪事業所概要≫

■食事提供 あり　食費は１食３５０円　身体機能に合わせた食事形態にて提供します

■医療的ケア □胃ろう　☐ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　☑導尿　☐たん吸引

≪事業所紹介≫【放課後等デイサービス】
　社会福祉法人すぎのこ会が運営する放課後等デイ
サービス事業所です。学校と連携し、皆さんが必要と
する食事や余暇活動等の場面において、“安心安全”
と“楽しさ”を大切にし、地域での生活をサポートしてい
ます。
　将来を見据え、同フロアの生活介護や併設の入所施
設「ひのきの杜」と“繋がる”サービスを展開していま
す。皆さんの夢や生きがいを応援し、“みんなの笑顔と
想い”でキラキラと輝く場所を目指しています。

社会福祉法人　すぎのこ会

㉔はまなす

　〒329-4306　栃木市岩舟町曲ケ島806-1

　TEL　0282-54-3131 　FAX　0282-55-7888

メール　hinoki@suginokokai.or.jp

　ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp

月～金曜日／①学校開設日13:00～17:30　②学校休業日8:30～17:30

≪活動内容など≫
「ただいま～！」からはじまり、学校の後も皆さん元気に楽しく過ごしています。
療育訓練には、グループ活動と個別活動があります。
個々が好きな活動を取り入れ、楽しく取り組めるように努めています。
1つの広々としたフロアで、他サービス利用者と多世代交流ができることが特徴です。また、リハ室兼スヌーズ
レン室もあり、目的に合わせて活動を展開しています。

■職員配置 児童指導員２名　看護師１名

■対象者 重症心身障がい児

■利用定員 ５名

■利用料 創作活動費等は実費

■送迎サービス あり　学校と事業所を結ぶ送迎を実施しています

導尿以外の医療的ケアについては要相談。

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

≪事業所概要≫

■職員配置 保育士 ３名　児童指導員 １名　療法士 １名

■対象者 知的障害児（小学生）

■利用定員 10名

■送迎サービス 学校送迎あり

■食事提供 なし

■利用料(実費負担分) 所得等に応じて法律などで定められた利用料、おやつ代：50円、行事費は実費負担

≪事業所紹介≫【放課後等デイサービス】
・社会福祉法人すぎのこ会が運営する放課後等デイ
サービス事業所です。
・放課後や休日に、快適で安心して過ごせる場を提供
しています。また、療法士と支援員が連携し、子どもた
ちの特性に応じた支援を行います。
・ひまわり祭りやクリスマス会など、季節ごとの行事を
実施。
・保護者の気持ちに寄り添った家族支援。保護者同士
が気軽に話せる場として、毎月ひまわりサロンを開
催。

社会福祉法人　すぎのこ会

㉓ひまわり

令和４年６月１日現在

329-4307　栃木市岩舟町静1612

TEL　0282-55-4800 FAX　0282-55-4889

メール　suginoko.himawari@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp/
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