
 

国立市内の放課後等デイサービス事業所の一覧 （北・東・中） 
【放課後等デイサービス】学校通学中のしょうがい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、しょうがい児の自立を促進するとともに放課後等の居場所づくりを推進します。

 

042-505-6543 042-595-9406 042-505-8722 042-505-9185 042-505-9067 042-505-8397 042-505-5007

042-505-9390 042-595-9416 042-505-5154 042-505-9195 042-505-9067 042-505-8399 042-505-5008

月曜 13:30～19:30 13:00～17:30 14:00～17:00 14:00～17:00 14:00～17:00 13:30～19:30 14:00～17:00

火曜 13:30～19:30 13:00～17:30 １4:00～17:00 14:00～17:00 14:00～17:00 13:30～19:30 14:00～17:00

水曜 13:30～19:30 13:00～17:30 14:00～17:00 14:00～17:00 14:00～17:00 13:30～19:30 14:00～17:00

木曜 13:30～19:30 13:00～17:30 14:00～17:00 14:00～17:00 14:00～17:00 13:30～19:30 14:00～17:00

金曜 13:30～19:30 13:00～17:30 14:00～17:00 14:00～17:00 14:00～17:00 13:30～19:30 14:00～17:00

土曜  9:00～17:00 11:00～17:00 10:00～16:30 休  9:30～16:00  9:00～17:00 休

日曜 休 休 休 休 休 休 休

祝日 休 休 10:00～17:00 10:30～16:30 休 休 休

その他 上記時間帯の前後は個別に応相談。 上記時間帯の前後は個別に応相談。 上記時間帯の前後は個別に応相談。 上記時間帯の前後は個別に応相談。 上記時間帯の前後は個別に応相談。

法定・規定に基づく
法定のほか、おやつ代50円／日
（月上限300円）、創作活動材料
費実費

法定のほか、外出時交通費・入場
料、イベント活動費、給食費400
円/1食、特別食（実費）

法定のほか、おやつ代100円/日
外出時交通費、イベント活動費

法定のほか、おやつ代100円/日、
イベント・レクリエーション等材
料費実費

法定・規定に基づく
法定のほか、おやつ代100円／
回、創作活動費実費

ソーシャルスキルトレーニングが
特色。

運動や音楽で体を動かすプログラ
ムなど。

アートセラピー・音楽療法を専門
講師により実施。個人に合わせた
学習サポート、療育プログラム。

音楽療法・運動療法・宿題程度の
学習支援・ソーシャルスキルト
レーニング。

遊びを通した学びのプログラムな
ど。

ソーシャルスキルトレーニングが
特色。

発達心理学の成果に基づいた個別の
セラピーやリラックス法、カウンセ
リング（普通学級の子どももOK）が
特色

ハッピーテラス
国立

エリクソン事業所名
ハッピーテラス

国立駅前
メリーランド あゆもーよ らったった国立 ドリームボックス

東３-６-１５
エスポワール国立１階

中2-3-66
タキイシビル1階

中2-19-117　2階

一般社団法人
発達共働会

運　営 ㈱クエスト
一般社団法人

こころのネットワーク陽
アンジェエール 合同会社 合同会社ナビゲート ㈱ハッピーホーム ㈱クエスト

所在地
北1-5-8

プラース壱番館 2F-E
北３-４０−３

東1-14-14
ルヴェール国立２F

東3-6-3
創成館1階

2022年8月

電話番号

ファクス

事業開始年月 2017年2月 2013年9月 2022年4月 2022年9月 2015年1月 2014年4月

10名／日 １０名／日 １０名／日

対　象 小１～高３ 小１～高３
一人で階段昇降可能な方

小１～高３ 小１～高３ 小1～高3 小１～高３ 小１～高３

定　員 10名／日 １０名／日 １０名/日 １０名/日

10:30～16:30
月～土曜日

 9:30～16:00
月～土曜日

 9:00～17:00
月～金曜日

10:00～16:00

サ
ー

ビ
ス
提
供
日
・
提
供
時
間

長期休暇期間
月～土曜日

 9:00～17:00
月～土曜日

11:00～17:00
月～土曜日

10:00～16:30

12/29～1/3休
お盆休みあり

12/29～1/3休 12/29～1/3 休年末年始等 12/29～1/3休 12/29～1/3 休
12/30～1/3休

お盆休みあり
12/29～1/3

その他

なし あり

利用料

送　迎 なし あり
学校へ迎えあり

自宅へ送りあり
あり あり（学校による）

※この一覧表は東京都福祉保健局のウェブサイトに掲載されている「東京都障害者福祉サービス情報」（http://www.shougaifukushi.metro.tokyo.jp/）をもとに、20２２年９月１日時点で各事業所確認のうえ一部修正し作成しています。 



 

国立市内の放課後等デイサービス事業所の一覧 （富士見台・谷保・泉） 
【放課後等デイサービス】学校通学中のしょうがい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、しょうがい児の自立を促進するとともに放課後等の居場所づくりを推進します。

 

042-505-6795 042-505-7429 042-505-4661 042-577-7332 042-577-0035 042-505-9391 042-505-6912

042-505-6795 042-505-7429 042-505-4661 042-577-7332 042-577-0036 042-505-9392 042-505-6913

知的１０名／日
重心　5名／日

月曜 13:30～17:30 15:00～18:00 13:30～17:30 14:00～18:00 10:00～18:00 13:30～17:30 13:30～17:30

火曜 13:30～17:30 15:00～18:00 13:30～17:30 14:00～18:00 10:00～18:00 13:30～17:30 13:30～17:30

水曜 13:30～17:30 15:00～18:00 13:30～17:30 14:00～18:00 10:00～18:00 13:30～17:30 13:30～17:30

木曜 13:30～17:30 15:00～18:00 13:30～17:30 14:00～18:00 10:00～18:00 13:30～17:30 13:30～17:30

金曜 13:30～17:30 15:00～18:00 13:30～17:30 14:00～18:00 10:00～18:00 13:30～17:30 13:30～17:30

土曜 休 14:00～17:00  9:30～16:00  9:30～16:30 10:00～18:00 休 休

日曜 休 休 休 休 休 休 休

祝日 休 休 休 休 10:00～18:00 休 休

その他 利用時間帯の前後は個別に応相談。
利用時間はすべて応相談。基本は学校のス
ケジュールに対応。

利用時間帯の前後の対応は検討中。

学校へ迎えあり 学校へ迎えあり 学校へ迎えあり 学校へ迎えあり

送りなし 送り平日・祝日あり 自宅へ送りあり 自宅へ送りあり

法定のほか、おやつ代実費上限
100円/日、創作活動費実費上限
300円、調理実習実費上限300円

法定のほか、おやつ代、教材費、
イベント活動費

法定のほか、おやつ代・雑費100
円／回

法定のほか、おやつ代・雑費100
円／回

法定のほか、おやつ代100円／
回、創作活動費実費。給食提供あ
り（１食680円）

法定のほか、おやつ代100円／
回、創作活動費実費

法定のほか、おやつ代100円／
回、創作活動費実費

体操、日替わりプログラムなど。

毎週火曜日プール、木曜日トラン
ポリン、学習サポートは毎日一定
時間。春夏は体験型レクリエー
ション

子ども同士の触れ合いを大切に、
個々に合わせた成長を育み支えま
す。

月ごとにプログラムを編成。室内
外の活動や作業を取り入れてい
る。

主に療育プログラム。園内での屋
外活動なども取り入れている。

室内プログラムのほか、畑での作
業など野外活動も取り入れてい
る。

室内プログラムのほか、畑での作
業など野外活動も取り入れてい
る。

その他

あり あり
学校へ迎えあり

ご自宅送迎ご要望により対応

利用料

送　迎

12/29～1/3休 12/29～1/3休
夏休みはお盆の時期1週間程度

12/29～1/3 休年末年始等

月～金曜日
10:30～15:30

月～金曜日
10:30～15:30

12/29～1/3 休
12/30～1/3 休

お盆休みあり
12/29～1/3 休 12/29～1/3 休

１０名／日 １０名／日

月～金曜日
12:30～17:30

8月のみ全日
 9:30～16:30

それ以外の長期休暇
14:00～18:00

月～金
10:00～18:00

土　月1,2回

１０名／日 １０名／日

サ
ー

ビ
ス
提
供
日
・
提
供
時
間

長期休暇期間

小１～高３

定　員 １０名／日

小１～高３ 小１～高３ 小１～高３ 小1～高3
知的　小1～小6
重心　小1～高3

武蔵台学園小学部又はけやきの森学園在籍で

支給決定を受けている方

小１～高３

月～金曜日
10:00～16:00

10:00～17:00

１０名／日

対　象

2014年6月 2015年9月 2012年6月 2012年4月

泉5-20-5

電話番号

ファクス

事業開始年月

富士見台1－7－1－1－11
富士見台第一団地むっさ21内

富士見台１-１７-２９
アップスタイルビルⅠ２階  

富士見台2-3-2
メゾンエクセル１Ｆ

富士見台4-10-6
アクトS国立ビル1F

谷保6312 泉5-20-4

2016年10月 2020年12月2012年6月

所在地

一般社団法人 バモノス
特定非営利活動法人

子どもの居場所・寺子屋 いもむしクラブ 社会福祉法人 かいゆう
特定非営利活動法人

国立ルピナス

滝乃川学園
「さにー」

スマイルともにー スマイルともにー２

運　営

バモノス
放課後等デイサービス

いもむしクラブ くじらっこ ハイビスカス事業所名

特定非営利活動法人
東京自立支援センター

特定非営利活動法人
東京自立支援センター

社会福祉法人
滝乃川学園

※この一覧表は東京都福祉保健局のウェブサイトに掲載されている「東京都障害者福祉サービス情報」（http://www.shougaifukushi.metro.tokyo.jp/）をもとに、20２２年９月１日時点で各事業所確認のうえ一部修正し作成しています。 



 

≪その他、隣接市の放課後等デイサービス事業所のお問い合わせ先≫ 

 

市 事業所名 所在地 電話番号

児童デイサービス　サンフラワー 一番町５－１－５　ネクサス立川１階 042-848-9136

ネクストエール立川上砂教室 上砂町５－４５－１　　ヴェルディール武蔵砂川１０２・１０３ 042-537-8267

立川らびっとくらぶ 幸町三丁目２５番地１　立川けやき台ハイツ１階 042-537-7564

トライきっず・プロ 幸町１－１０－６ 042-537-7841

こぱんはうすさくら　立川幸町教室 幸町３－１３－１４　矢島ビル１階 042-537-8530

ハイタッチ！立川幸教室 幸町５－１－７　フルミエールメゾン１階Ｂ 042-537-8653

ジョブサＵ１８立川北口教室 曙町１－２４－１１　橋本ビル７階 042-548-1300

ネクストエール立川教室 柏町２－４０－１　メゾン咲１０３・１０５ 042-537-8622

ＬＩＴＡＬＩＣＯジュニア立川南口教室 柴崎町２－３－１３　エイティエイト立川デュオ２階 042-847-3399

ジョブサＵ１８立川南口教室 柴崎町２－４－１５　ほまれ屋本社ビル２０１号室 042-595-9980

ドリームボックス立川 柴崎町５－８－１　リバーサイドアプス１階 042-512-8794

ＬＥＩＦ立川 柴崎町６－１９－３０ 042-595-9811

デイサービス事業　みんなの広場　１ 栄町４－２－１　ジュネスイトウ１階 042-524-6788

ゆいまーる 羽衣町１－２０－４ 042-512-9676

キッズガーデンこもれび 羽衣町３－２－１４ 042-512-9768

放課後等デイサービス　かりゆーし 羽衣町３－２９－４ 042-512-5849

放課後等デイサービスＣａｎ 高松町１－１７－２０　粕谷ビル１階 042-512-5876

テイクオフ 高松町１－２０－５ 042-527-9203

スマイルJr 高松町３－２５－１０　富士永ハイツ１０１ 042-523-0818

放課後等デイサービス　第２ルーチェ 光町２－１９－１２　メビウスプラザⅢ１階 042-580-2887

ハッピーテラス国分寺 南町２－１７－４　国分寺南町ビューハイツ１０１号 042-349-6442

ネクストエール国分寺南町教室 南町３－２２－１２　マーベラス国分寺Ⅱ　１階 042-313-9993

放課後等デイサービス　ルーチェ 南町３－４－１９　京美ビル３階 042-300-2321

ＫＷＣ福祉事業所すてっぷ 富士本１－２５－２９ 042-843-0175

「ツリーハウス」 戸倉１－２３－３ 042-312-4035

「ツリーハウス」Ｌｉｋｏ 戸倉３－４６－７ 042-505-5601

デイサービス事業クラブかたつむり 日吉町４－２９－１２ 042-401-0380

ＥＴ教室 東戸倉２－１０－３４ 042-324-8355

えーる恋ヶ窪 東戸倉２－２－２２及び２３ 042-313-9380

メリーランド国分寺 西町二丁目２番３号　第五東財ビル３階 042-505-9690

ＴＡＳＵＣ国立教室 西町２－６－１５　　ユーエフマンション１階Ｂ室 042-505-9436

放課後等デイサービス白ゆり 住吉町１－３２－１２　サンヴィレッジ中河原１０３ 042-370-1430

リボン　第３教室 住吉町１－８２－２　２階 042-319-1181

放課後等デイサービス　ふぁんふぁん天神町 天神町２－１－７　ベルテ堀江１０１号室 042-302-5655

放課後等デイサービス　ふぁんふぁん府中町 府中町１－３２－５　シャルマン府中１０３号室 042-202-8025

スポーツひろばプレイス　府中教室 府中町１－８－１３－１階 042-306-9343

放課後等デイサービス　ぱれっと府中 府中町２－２０－１　リーベンハウゼ１階 042-319-9207

ちゃいくろ２号館 是政２－５－２ 042-202-3758

児童デイサービスめろでぃ 朝日町１－２２－６５ 042-307-8983

児童デイサービス　サンフラワー府中 本宿町２－２０－８ 050-58970426

放課後デイサービス　プティ　フォンティーヌ 本町１－１－２２　ブラーヴハウス２階 042-302-3090

立
川
市

国
分
寺
市

府
中
市

市 事業所名 所在地 電話番号

ポップシップ 本町１－１５－３　宮ノ森コーポ１０２ 042-319-9936

きぼうクラブ 栄町３－１２－１　メディカルビル・グレイス４階 042-314-2200

ドリームボックス武蔵台 武蔵台１－２７－７ 042-319-9921

ドリームボックス浅間町 浅間町２－２－１６　メゾンモンフレール１階 042-319-9824

ハッピーテラス東府中 清水が丘１－１－３　第一勇心ビル２０１ 042-370-1751

キッズすてーぶる 清水が丘２－４５－４　ベルファースト清水が丘１階 042-306-5557

放課後等デイサービスリアン府中白糸台 白糸台２－３－６　ブリリアント白糸台１階Ａ号 042-370-1393

ちゃいくろ児童デイサービス府中 白糸台６－５－１０ 042-306-9679

放課後等デイサービスリアン府中緑町 緑町１－１０－２　ＰＡＬＡＳＴ緑町１０２号室 042-306-7081

放課後デイサービス　ぽーと 緑町３－５－７　第二木城ビル４階 042-302-6610

マーシーアーティスト 緑町３－６－１　エスポワール東府中２０２ 042-203-5388

こもれび 美好町１－１８－５　萩原ビル３階 042-370-1856

ナイスディ・キッズ 美好町１－２４－３　ハイツコグチ１階 042-207-3566

根っこくらぶ 美好町３－１７－４　マテリアル府中１階Ｂ号室 042-319-1473

リボン　第２教室 美好町３－５１－１１　１階 042-306-9355

リボン 美好町３－５７－１６　１階 042-306-5338

放課後等デイサービスリアン府中美好町 美好町３丁目１３－３　第一グリーンテラス２号室 042-340-3133

放課後等デイサービス　オンリーワン 若松町１－７－３３　Ｋ＆Ｙ東府中ビル２階 042-369-7065

たまキッズルーム　日野万願寺 万願寺２－３７－１２　コーポベスト万願寺１階１０１ 042-502-9120

カラコル・アイリー 万願寺４－１４－１４ 042-843-3234

南平ギフト 南平６－１４－２７　南平下山ビル２階 042-594-9638

ラピオンこどもデイサービス 南平７－２－１４ 042-599-5355

ぷらたなす 南平９－３６－２３　スカイハイツ１０１ 042-506-9422

たまキッズルーム　豊田 多摩平３－２－１８　ラ・タマダイラランジェ 042-842-4336

脳を育てる運動療育センター　こどもプラス　豊田教室 多摩平３丁目２－１　２階 042-843-3025

脳を育てる運動療育センター　こどもプラス　多摩平教室 多摩平４－１－１４　内田ビル２階 042-514-9038

障害児放課後クラブ 平山２－１－１　　日野市立平山台健康・市民支援センター内 042-592-6119

児童デイサービス　サンフラワー　高幡 新井７３２　ヌーヴ高幡１０２ 042-806-0594

日野坂ＣＡＮＰＡＳ 日野台１－７－５　カトウハイツ日野坂１０２ 042-843-2763

デイケアルームフローラ 日野台２－４０－２９　ビラメゾン日野１０１号 042-843-2683

脳を育てる運動療育センター　こどもプラス　日野台教室 日野台５－１－２　増田ビル２階 042-843-1519

放課後等デイサービス　ＷＩＮＧ日野駅前 日野本町３－１１－５　ＩＭビル２０２ 042-582-0455

クリッパーズ 旭が丘一丁目１５番地の９　２階 042-514-9813

ベアーズハウス　東豊田 東豊田１－１７－１　あずまや１ＦＡ号室 042-843-1840

つきのおあしす 百草１０４２－２０　石坂ビル２階 042-506-5265

遊び・運動療育・学びの場　発達支援教室　アルファーラ百草教室 百草２２２－６　ソレイユモグサ１階 042-506-5517

たまキッズルーム　高幡不動 程久保１－２７－４　　程久保ＡＴＴビル１階１０１号室 042-506-7030

運動療育・学びの場　こもれび聖蹟桜ヶ丘教室 落川１１３６－２　アーバンシティ宝蔵橋　２階 042-506-5913

運動療育で生きる力を育む　シエル　日野教室 西平山２－１１－２１ 042-589-6155

ラピオンナーシングデイサービス 豊田２－４７－１　ルネッサンスコート・とよだ１階 042-843-3366
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※この一覧表は東京都福祉保健局のウェブサイトに掲載されている「東京都障害者福祉サービス情報」（http://www.shougaifukushi.metro.tokyo.jp/）より、20２２年６月１日時点で作成しています。 


