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このガイドブックは，児童福祉法に基づく，宇都宮市内の

通所支援事業所などの情報をまとめたものです。 

 

利用する事業所を選ぶ際に，ご活用ください。 

 

掲載されている内容は，令和４年１２月現在の情報になり

ますので，詳しくは，直接，各事業所へお問い合わせくださ

い。 
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○ 障がい児通所支援について 

 

支援の対象者 

 

心身の発達に障がいや遅れがある 18 歳未満のお子様の発達を支援する療

育事業です。 

 

 

支援の種類 

 

・児童発達支援 

未就学の支援対象児童へ，日常生活における基本的な動作の指導，知識技

能の付与，集団生活への適応訓練，その他必要な支援を行います。 

 

・医療型児童発達支援 

  未就学で，肢体不自由のある理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での

支援が必要であると認められた児童に対して児童発達支援及び治療を行い

ます。 

 

・放課後等デイサービス 

  学校教育法に規定する学校に就学している支援対象児童に対して，授業の

終了後又は学校の休業日において，生活能力の向上のために必要な訓練，社

会との交流の促進，その他必要な支援を行います。 

 

・居宅訪問型児童発達支援 

  重度の障がいのため，児童発達支援や放課後等デイサービスを利用する 

ために外出することが著しく困難であると認められた障がい児の居宅に訪

問し，日常生活における基本的な動作の指導，知識技能の付与，集団生活へ

の適応訓練，その他必要な支援を行います。 

 

・保育所等訪問支援 

  保育所等を現在利用中の支援対象児童又は今後利用する予定の支援対象

児童に対して，児童が在園する保育所等を訪問し，その児童以外の児童との

集団生活への適応のための専門的な支援，その他必要な支援を行います。 
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○ 障がい児通所支援の利用手続きについて 

 

障がい児通所支援の利用申請は，子ども発達センターで受け付けています。 

 

申請の流れ 

１．通所支援利用の相談（子ども発達センターへお問い合わせください） 

２．保護者，対象児童との面接の日程調整 

３．面接（支給申請書類の受付，勘案事項の聞き取り） 

  申請に必要なもの 

  ・支給申請書 

  ・障がい児支援利用計画案又はセルフプラン 

  ・療育が必要であることが判断できる書類 

（詳細はお問い合わせください） 

   ・保護者のマイナンバー（個人番号）が確認できる書類 

   ・母子健康手帳 

 ４．通所支給要否決定 

   毎月１５日頃までの申請分を，翌月からの支給決定としています。 

 ５．受給者証の交付 

 ６．通所支援事業所との利用契約，利用開始 

 

利用者負担 

利用者の自己負担額は，通所支援に要した費用の 1 割です。（負担上限あり） 

負担上限月額は，所得に応じて次の 4 区分になります。 

（費用の 1 割又は負担上限月額の他に，食事等の実費負担がかかる場合が

あります。） 

・負担上限月額 

区 分 世帯の収入状況 負担上限月額

生活保護 生活保護受給世帯 0 円

低所得 市民税非課税世帯 0 円

一般１ 市民税課税世帯（所得割 28 万円未満） 4,600 円

一般２ 上記以外 37,200 円

  ※就学前の障がい児の発達支援の無償化について 

   満 3 歳になって初めての 4 月 1 日から 3 年間は，上記の利用者負担が

無料となります。（食費等の実費負担は，無償化の対象外となります。） 
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○ 利用上の注意点について 

 

「受給者証の期限は，誕生月の末日までです」 

通所受給者証の有効期限は，お子様の誕生月の末日までとさせていただいて

います。ただし，年長児と高校 3 年生は，卒園や卒業に合わせて有効期限が

3 月 31 日までとなる場合があります。 

 

「支給日数の上限は，月 23 日までです」 

ひと月当たりの基本支給日数は，お子様の状態や保護者の希望等を勘案した

うえで，月 23 日までの範囲で支給されます。 

受給者証がお手元に届いたら必ず支給日数を確認し，日数の範囲内で事業所

と契約してください。 

 

「１日に利用できる事業所は，1 か所までです」 

  通所受給者証で利用できるのは，1 日 1 か所までです。 

  2 か所以上ご利用になった場合，1 事業者に対しては自己負担額が費用の

1 割となりますが，他の事業所の利用料は全額自己負担（1 回につき約 6,000

～10,000 円）となりますので，ご注意ください。 

 

「適切な療育について」 

  お子様へのご心配から「できるだけ多く療育に通わせたい」と思われがちで

すが，お子様の体力や能力を超えた通所は，お子様への負担となり，療育上逆

効果となる恐れがあります。 

  お子様が楽しく通所している様子であっても，必ず支援担当者や相談支援

専門員の意見をよく聞き，余裕を持った通所を心がけてください。 

  また，通所支援は，お子様に対して療育，訓練，社会との交流を実施するも

ので，お子様の預かり支援ではありません。このため，保護者の都合（就労，

妊娠，出産，通院，入院，余暇等）を理由とする利用はできません。 
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児 童 発 達 支 援 

 

児童発達支援センター 

１．宇都宮市子ども発達センター若葉園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

２．栃木県立リハビリテーションセンターこども発達支援センター・・・・・・・ ８ 

 

児童発達支援事業所 

１．こぱんはうすさくら下戸祭教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

２．運動療育センター こどもプラス宇都宮・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

３．うりずん ※主たる障がい：重症心身障がい児・・・・・・・・・・・・・ １１ 

４．あいサポートチューリップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２ 

５．グローバルキッズメソッド９（桜通り店）・・・・・・・・・・・・・・・   １３ 

６．運動学習指導教室トータスジュニア・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ 

７．エスポワール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

８．パレット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ 

９．ほしぞらキッズジム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７ 

１０．こどもサポート教室「きらり」宇都宮校・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

１１．フレンズジム南宇都宮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９ 

１２．こどもサークル宇都宮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

１３．サニーハート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 

１４．こぱんはうすさくら下荒針教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２ 

１５．グローバルキッズメソッド１７（中戸祭店）・・・・・・・・・・・・・・・ ２３ 

１６．Ｓｐａｒｋさつき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４ 

１７．グローバルキッズメソッド１８（今泉新町店）・・・・・・・ ・・・・・・  ２５ 

１８．はぴねす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６ 

１９．運動療育センター こどもプラス宇都宮北・・・・・・・・・・・・・・・ ２７ 

２０．グローバルキッズメソッド２１（新宮の内店）・・・・・・・・・・・ ・・  ２８ 

２１．こどもサポート教室「きらり」宇都宮海道校・・・・・・・・・・・・・・ ２９ 

２２．フレンズジム滝谷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３０ 

２３．フレンズ東町・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１ 

２４．ハッピーテラス南宇都宮教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２ 

２５．グローバルキッズメソッド２７（ゆいの杜店）・・・・・・・ ・・・・・・ ３３ 

２６．ちゃれんじ細谷店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３４ 

２７．グローバルキッズメソッド２８（下栗店）・・・・・・・・・・ ・・・・・ ３５ 

２８．グローバルキッズメソッド２９（鶴田店）・・・・・・・・ ・・・・・・・ ３６ 
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２９．ソフィアキッズ教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３７ 

３０．サニーハート岩曽 ※主たる障がい：重症心身障がい児・・・・・・・・・ ３８ 

３１．めばえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３９ 

３２．コペルプラス 宇都宮緑教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４０ 

３３．ＡＮＤＹ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４１ 

３４．コペルプラス 宇都宮駅前教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４２ 

３５．グローバルキッズメソッド３７（鶴田店プラス）・・・・ ・・・・・・・・ ４３ 

３６．グローバルキッズメソッド３８（中今泉店）・・・・ ・・・・・・・・・・ ４４ 

３７．コペルプラス 宇都宮いちょう通り教室・・・・・・・・・・・・・・・・ ４５ 

３８．こぱんはうすさくら 宝木教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４６ 

３９．こどもスタジオバンビ 西川田・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４７ 

４０．医療法人さゆき会 ｃｈｏｕｃｈｏｕ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４８ 

４１．ピルエット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４９ 

４２．個別療育 ＫＩＤＳＲＯＯＭ 宇都宮・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５０ 

４３．キャンバス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５１ 

４４．グローバルキッズメソッド４６（簗瀬店）・ ・・・・・・・・・・・・・・ ５２ 

４５．ちゃれんじ元今泉教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５３ 

４６．コペルプラス ほうとく学園教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５４ 

４７．サニーハート 陽北・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５５ 

４８．グローバルキッズメソッド３１（新中戸祭店）・ ・・・・・・・・・・・・ ５６ 

４９．アリス Ｆａｍｉｌｙ Ｓｕｐｐｏｒｔ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５７ 

５０．グローバルキッズメソッド５３（鶴田店ファン）・ ・・・・・・・・・・・ ５８ 

５１．音楽療育どれみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５９ 

５２．うつのみや児童発達支援事業所にこっとキッズ・・・・・・・・・・・・・ ６０ 

５３．グローバルキッズメソッド５８（城東店）・ ・・・・・・・・・・・・・・ ６１ 

５４．グローバルキッズメソッド６３（竹林店）・ ・・・・・・・・・・・・・・ ６２ 

５５，ピース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６３ 

５６．Ｄｒｅａｍ Ｋｉｄｓ簗瀬店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６４ 

５７．パプリカキッズラボ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６５ 

５８．放課後等デイサービス ウィズ・ユー宇都宮瑞穂・・・・・・・・・・・・ ６６ 
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

・知的障がいのある概ね３歳以上で就学前のお子さまに，食事や着替えなどの日常生活に必要な動作の
獲得や社会適応に向けた療育を行います。
・お子さまの課題と保護者の意向を把握し，個別の支援計画を策定します。個別の支援計画に基づき，
日常生活・社会適応指導を実施します。（ＴＥＡＣＣＨプログラムの導入）
・専門職による個別訓練のほかに，音楽療法や温水プールによる水訓練を実施し，心身のリラクゼー
ション，呼吸，循環器能力を高めるなどの支援を行っています。
・家庭における障がいのある子どもへの関わり方や育て方について，相談及び助言を行い，保護者支援
を行います。
・併設されている保育園や子育てサロンと年間を通して様々な交流活動を行い，お互いの人格と個性を
尊重し相手を思いやる，ノーマライゼーションを推進しています。

有 宇都宮市内（バスコースの範囲内）

給食費・遠足参加費など

療育方針（力を入れていること）

療育目標
　元気な子になろう
　みんなと遊べる子になろう

若葉園は，一人ひとりの状況に応じた療育プログラムを基に，様々な生活体験や楽しい遊びを通し，
「子どもの育つ力」を育む療育を提供します。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

  8：00    延長療育（※利用要件あり）
  9：30　 登園・荷物整理・排泄
　　　　    自由あそび・水分補給
10：00　グループ指導（体操・リズム運動・朝の会）
　　　　　 課題活動（水あそび・散歩・戸外あそび
                製作・運動あそび・プールあそび）
11：30　排泄・手洗い・給食準備
11：45　給食・後片付け・歯磨き
　　　　　口腔マッサージ・着替え
12：45　自由あそび・休息
13：30　個別指導
14：15　排泄・手洗い・おやつ
14：30　帰りの会
15：00　降園

療育の特色

月曜日から金曜日
　　午前９時３０分から午後３時
　　※午前８時から９時３０分の
　　　延長療育（利用要件あり）

0950100024

児童発達支援

宇都宮市

宇都宮市鶴田町970番地1

児童発達支援センター

1．宇都宮市子ども発達センター若葉園　

所在地

u19040500@city.utsunomiya.tochigi.jp

〒320-0851

６０名

平成24年4月1日

028-647-4710

028-647-4715
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

・保護者の方にも一緒に通園していただき、障がいに対する理解を深めるとともにお子さんとの関わり
方を学んでいただくことで、家庭生活においても適切な療育が行われるよう支援しています。
・医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理職及び保育士の各スタッフが、連携して
お子さんの発達支援に携わります。
・毎月の行事や学習会を通じて、通園している間に障がいへの理解や保護者間のつながりも深まりま
す。

無

食費については、実際の利用に応じた実費をお支払いいただきます。

療育方針（力を入れていること）

　お子さんの発達状況に応じた目標を設定し、集団指導や個別訓練での職員やお友達などとの関わりを
通して、一人ひとりの発達を促すことを目指しています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

   ９：４０～　登園、排泄
１０：００～　課題保育（指導計画により実施）
１０：４０～　水分補給
１１：００～　一斉保育
                    (あいさつ、呼名、手遊び、身体遊び、体操等)
　　　　　　　課題保育（指導計画により実施）
１１：３０～　昼食
１２：３０～　後片付け、歯磨き、排泄
１３：００～　課題保育（指導計画により実施）
１３：４５～　お帰りの会、降園準備　排泄
１４：００　　降園

※　指導計画により、個別指導（OT,ST,心理）を行います。

（登園なし）

療育の特色

通園日を週３回とし、利用者の年齢や発達の
状況等によりグループ分けし、そのグループ
ごとに通園日を決めています。

午前１０時～午後２時

0950100669

児童発達支援

地方独立行政法人
栃木県立リハビリテーションセンター

宇都宮市駒生町3337-1

２．栃木県立リハビリテーションセンター  こども発達支援センター

所在地

riha-tsuuen@tochigi-riha.jp 

〒320-8503

30名

平成30年4月1日

028-623-6128

028-623-6129
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

来所
健康観察・検温
月間カレンダーに基づく活動
昼食
午後の会
自由あそび
帰りの会
送迎

来所
健康観察・検温
はじまりの会
月間カレンダーに基づく活動
自由あそび
昼食
野外活動
帰りの会
送迎

療育の特色

・月間の活動プログラムを設定し、個々の能力に合わせた個別訓練や知育玩具を用いた自由あそびを
行っています。
・就学に向けて他者との関わりへ重点を置き、しつけ・ルールを吸収する力を養うためABAメソッドに
沿って支援をしています。

所在地

おやつ代（1回50円）その他必要に応じて創作活動費・課題活動費を徴収

療育方針（力を入れていること）

早期療育指導を必要とされる児童に対し、日常生活における基本動作の指導を行い、発達の助長を目的
としています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

028-678-8609

年末年始　休業 10:00～16:00

有 宇都宮市　鹿沼市

平成26年2月1日

(株)日本メディカルサービス

〒320-0055

宇都宮市下戸祭2-9-1

028-689-8824

児童発達支援事業所

１．こぱんはうすさくら下戸祭教室

0950100230

児童発達支援

10名（児発と放デイ合わせて10名）
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

・私たちの教室に通うことで、子供たちは集中力がつき、運動能力も向上していくことが学術的にも実
証されています。
・私たちが実施するプログラムは心と体の両面を育てることを大切にしています。
・決して目先の成果だけを求めず、5年後、10年後の姿を考えて支援させていただきます。

有 宇都宮市

おやつ代（1日￥50）教材費（1日￥30）
※体験教室・課外活動等の参加に応じて

療育方針（力を入れていること）

・運動療育という活動を主軸に、学習、遊びを取り入れて総合的な療育を提供します。
・カリキュラムを通してお子様の成長と発達を促すことを一番に考えます。
・お子様が生き生きと過ごせる場所を提供し、ご家族と一緒にお子様の未来を考え、療育を実践しま
す。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

14:00～登所
15:00･･･おやつ
16:00･･･始まりのあいさつ
                                　運動あそび
　　　　                             　　静かな時間
16:50･･･帰りの準備
17:05･･･終わりのあいさつ
17:15～退所

　※登所・退所は
　　ご自宅・幼稚園・保育園への送り迎え
　　もしくは、ご家族送迎

9:00～登所
10:30･･･始まりのあいさつ
　　　　　　　　　　　　運動あそび
　　　　　　　　　　　　　　　　静かな活動
12:00･･･昼食
13:00･･･余暇の時間
14:00･･･レクリエーション
　　　　※体験学習・課外活動・季節の行事・感覚統合など
15:00･･･おやつ
15:35･･･帰りの準備
15:50･･･終わりのあいさつ
16:00～退所

　※登所・退所は
　　ご自宅への送り迎え、もしくはご家族送迎

療育の特色

月曜日～土曜日・祝日・長期休暇日
(ゴールデンウィーク・お盆・年末年始を除く)

月曜日～金曜日14:00～17:15
土曜日・祝日・長期休暇日10:00～16：00

0950100263

児童発達支援

エミオス(株)

宇都宮市平松本町362-2
峰が丘ハイツ1F

２．運動療育センター　こどもプラス宇都宮

所在地

info@kp-utsunomiya.com

〒321-0932

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成28年4月1日

028-678-3408

028-678-3418
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

３．うりずん（主たる障がい：重症心身障がい児）

所在地

urizn@hibari-clinic.com

〒321-2116

5名

平成28年4月1日

028-601-7733

028-665-7744

毎週月曜日～土曜日
平日9：00～14：00
土曜9：30～15：30

0950100321

児童発達支援

（特非）うりずん

宇都宮市徳次郎町365-1

・毎年、秋まつりやクリスマス会などを開催し、ご利用者だけでなく、ご家族、きょうだいへの支援も
行っています。
・喀痰吸引等研修（第三号研修）の栃木県登録養成機関として、医療的ケアを行える人材の教育を行っ
ています。
・地域に開かれた施設として、一般向けの研修会や催しを通して、障がいがあってもなくても人々が共
に助け合える社会の実現を目指しています。
・当該事業の他にも、人工呼吸器など医療的ケアが必要な重症障がい児者の日中一時支援、居宅介護、
移動支援、及び、相談支援事業も行っています。

無

事業所で外出した際にかかる費用（施設使用料など）は実費負担

療育方針（力を入れていること）

・対象は重症心身障がい児（医療的ケアにも対応）。母子分離対応。
・医療、介護、療育の各専門スタッフがマンツーマンで安心安全な支援を行うとともに、お子様方が楽
しい時間を過ごせるよう、レクレーションや感覚遊び、季節を感じられる活動やお散歩など様々な活動
も行っています。
・就学に向けた集団生活の練習を取り入れています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

　　  9：00～　　お出迎え
　　10：00～　　朝の挨拶
　　　　　　　　　みんなで活動
　　11：30～　　お昼
　　13：00～　　ゆったりタイム
　　　　　　　　　個別活動
　　14：00～　　お見送り

　　  9：30～　　お出迎え
　　10：00～　　朝の挨拶
　　　　　　　　　みんなで活動
　　11：30～　　お昼
　　14：00～　　個別活動
　　　　　　　　　おやつ
　　15：30～　　お見送り

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

・放課後等デイと児童発達支援の複合のため、小学生の子どもと一緒に過ごす時間も作り、大きい子と
のふれあいの時間をもつようにしています。
・リトミックやビジョントレーニング、SSTなどの活動をゲームに取り入れ、コミュニケーション能力
の向上を目指した取り組みを行っています。
・手作りおやつを取り入れ、好き嫌いが減るように工夫したり、調理支援を行っています。
・休日や長期休みの時は色々な所にお出かけしています。（トコトコ大田原、とちのきファミリーラン
ドなど）

有 宇都宮市全域

おやつ代　1日100円（その他外出時等に必要に応じて徴収しています）

療育方針（力を入れていること）

・トイレトレーニング、食事のマナーなど身辺自立ができるように支援しています。
・就学に向けて言語、文字、製作などのトレーニングを行うことで集団生活に適応する力を身に付けま
す。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

～14:30　　送迎により登園
　14:30～　健康チェック(検温)トイレトレーニング
　14:40～　トレーニング(塗り絵、言語)
　15:30～　集団活動(おやつ、外出、リトミック等)
　16:30～　屋内活動(歌、紙芝居)
　17:00～　帰りの会
　17:30　　降園

～10:30　　送迎により登園
　10:30～　健康チェック(検温)
　10:40～　各自学習、トレーニング
　12:00～　昼食
　13:00～　屋外活動
　16:00～　屋内活動(歌、紙芝居)
　17:00～　帰りの会
　17:30　　降園

療育の特色

月曜日～土曜日 10：30～17：30

0950100115

児童発達支援

（有）佐宗屋

宇都宮市細谷町574-5
サンハイツアーデルⅡ 1F 101,102

４．あいサポートチューリップ

所在地

sk9nr6@bma.biglobe.ne.jp

〒320-0074

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成28年10月1日

028-678-8155

028-678-8159
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

児童発達支援・グローバルキッズパーク桜通り店です。
・桜通り店では、月に1度配布されるレクリエーションカレンダーをベースに運動、学習、外出、工作
等様々な活動を行ってます。
・遠出の外出も行うことがあり、ご好評を頂いております。
・作業療法士や言語聴覚士等のリハビリスタッフも在籍しており、個別療育や集団療育、太田ステージ
やK式発達検査を用いたアセスメント等にも力を入れています。

有
幼稚園・保育園・ご自宅

～本事業所～ご自宅

レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・運動療法・ソーシャルスキルトレーニング(SST)・学習支援・集団療育
・個別療育
・太田ステージやK式発達検査を用いたアセスメントを実施してます。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

幼稚園・保育園への送迎
(通所されてない方は休日の日課参照)
おやつ
レクリエーション
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
レクリエーション
昼食
レクリエーション
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色

日・お盆・年末年始以外 9:00～18:00

0950100370

児童発達支援

ハッピーライフケア(株)

宇都宮市桜1-7-14

５．グローバルキッズメソッド９（桜通り店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒320-0043

平成28年11月1日

028-611-3835

028-611-3312

10名
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

・トータスジュニアでは運動・学習・あそびを通じて様々な体験、人との交流などから「できた！」と
いう成功体験を数多く提供し、日常生活における基本動作や考えること、挑戦すること、コミュニケー
ションの楽しさを伝えます。「できなかったことが出来るようになる」という成功体験を数多くするこ
とで、自信がつきます。就学に向けての準備、また「集団で生きる力」を身につけます。
・運動と学習で脳を活性化、お子様の自立支援を目指します！
・ホームページ：https://www.tortoise h.jp
・送迎に関して：基本保護者様の対応となります。※ご家庭の状況やご相談により送迎対応いたしま
す。

無 　※要相談により送迎　有

・教材費350円/おやつ代54円(任意)/利用一回につき
・連絡帳130円/必要に応じて　・その他、レクリェーション等必要に応じて

療育方針（力を入れていること）

就学に向けた、自立支援を全力でサポートいたします。個別、小集団でお子様に合わせた、運動と学習
面、生活面のサポート。関係機関と連携を図り、お子様の自立支援をサポート致します。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

(木曜日　運動コース)15:30～17:30
※お子様の発達状況に合わせてのご利用となりま
す。
14:00～　　受け入れ、日課準備、余暇活動、(運
動、遊具)
16:15～　　おやつ
16:30～　　日課(トータス独自の専門的プログラ
ム)
17:15～　　今月の運動(コーディネーション運
動、サーキット、協応動作やコミュニケーション
能力の成長プログロム等)
17:30～　ホームルーム　帰り準備

土曜日・長期休み期間　　午前10:00～
12:00
10:00～　受け入れ、日課準備
10:40～　運動、日課(トータス独自の専門的
プログラム)
11:30～　お帰り準備

療育の特色

毎週　木曜日　　土曜日(午前)
木曜日　　　　　午後  3時00分～午後5時30分
就学児童長期休み午前10時00分～午後12時00分
土曜日　　　　　午前10時00分～午後12時00分

0950100214

児童発達支援

（福）幸知会

栃木県宇都宮市下栗721-1

６．運動学習指導教室トータスジュニア

所在地

tjr02012016@gmail.com

〒321-0923

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成28年12月1日

028-612-2552

028-612-2562

14



事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

・元小学校教諭・保育士等の資格を有したスタッフが個別のカリキュラムにそって支援しております。

・知育教材を使用し、就学に向けて学習の基礎基本や生活習慣が身につけていける様に支援していま
す。

・家族的な雰囲気の施設です。家庭と細かく連携を取り、利用者のお子様の学習意欲が高まるよう支援
をしています。

・幼児期から高校までの一貫した療育が受けられます。

有 地域は面談時にご相談下さい。

おやつ代（１日１個４０円）　必要に応じて教材費などを徴収

療育方針（力を入れていること）

・学習支援の目標を作成して一人一人成長を大切にした方法で学習等に力を入れた療育を行っておりま
す。
・就学に向けて基本的な学習を身につけて、集団生活へ適応する力がつく様に異年齢の利用者との交流
等の中から集団生活の支援を進めています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

エスポ到着は健康チェック（検温・手洗い・うがい）
学習タイム
↓
休憩（おやつタイム）
↓
学習（絵本の読み聞かせ・レゴブロック・つみき遊び・音あ

そび）

↓
休憩（異学年、異年齢との交流・自由遊び・その他）
↓
送り

平日と同様に支援

療育の特色

毎週月曜日～土曜日
平日　12:00～18:00

休日・長期休暇　9:00～16:00

0950100339

児童発達支援

（同）Brave

宇都宮市戸祭1-12-40

７．エスポワール

所在地

Espoir_2525@iCloud.com

〒320-0056

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成28年12月1日

070-3610-2030

028-643-7520
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

・個別学習ではそれぞれのお子様に合わせた課題を提供いたします。お子様の状態に合わせて先生の数
を変えており、1対1の個別対応もしくは1対３の複数対応をさせていただきます。取り組みの時間は異
なりますが、個別対応のお子様であれば10～15分、複数対応のプリント学習等中心のお子様であれば
15分～30分程度取り組みます。
・ご希望に応じてお子様１人に対してスタッフが１人対応するマンツーマンの個別指導（１時間）を実
施することも可能です。
・知的な遅れのないお子様と、あるお子様が共に過ごすことで、自己理解を深められるような環境設定
をしています。

無
児童発達支援のお子様の送迎は、原則
行っておりません。

おやつ代（1回50円）、弁当代（実費）、イベント参加費（実費）等必要に応じて徴収

療育方針（力を入れていること）

・「社会で生きる子どもを育てる」を合言葉に、「コミュニケーション」「学習」「働くためのスキ
ル」「自立のためのスキル」の４本柱を育てることを大切にして、指導にあたっています。
・希望の就学先（特別支援学校、特別支援学級、通常学級）に合わせた指導内容を提供しています。
・正解を教えるだけでなく、どうすべきだったか自分で考えられる時間を持てるような声掛けをしてい
ます。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

～15:30　　  来所・健康チェック・検温
  15:30～　　おやつ
  15:45～　　順次個別学習
  16:30～ 　  自由遊び・順次帰宅

　　　　　　　   　　 来所・健康チェック・検温
 ～11:00　   　　　　順次個別学習
　 11:00～　　　　　自由遊び
    12:00～　　　　　昼食
    13:00～　　　　　集団活動
    15:00～　　　　　おやつ
    15:30～17:00　　自由遊び・順次帰宅

療育の特色

毎週月曜日～土曜日（土曜日は隔週)
（お盆、年末年始、GW休業有）

平日　：　10：00～18：00
休日　：　9：30～17：00

0950100412

児童発達支援

(株)あさがお

宇都宮市平出町3851-4
ニコルハイツ201

８．パレット

所在地

asagao_palette@dune.ocn.ne.jp

〒321-0901

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成29年1月1日

028-612-3138

028-612-3137
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

・広々とした体育館で本格的な体操競技用のトランポリンや15ｍの長さのトランポリン等の体操器具
を用いて、遊びを通しての運動や本格的な体操指導など、お子様の特性に合わせた運動療育を行ってい
ます。
・体操のスペシャリストによる指導を行い、身体の上手な動かし方を指導していきます。
・体育館での活動体験、見学を随時受け付けておりますので活動内容に興味を持たれた方はお子様と一
緒に体育館へお越しください。(体験・見学はご予約が必要となりますので事前に事業所へのご連絡をお
願いしています。)

有
保育園・幼稚園等までのお迎えのみ
行っています

制作活動や行事の際など必要に応じての料金を徴収

療育方針（力を入れていること）

・体操(運動)を行う事で身体機能・運動機能向上や脳の活性化を図ります。
・体育館での集団で体操(運動)を行う事で集団生活へ適応する力を身につけます。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

　　１４：００～　　　　　　幼稚園等へお迎え
　　１５：００～１６：００　体育館での体操
　　１６：００～　　　　　　事業所への移動
　　１６：３０～　　　　　　保護者お迎え
　　(その他午前中のみ、午後のみの利用も可能)

　　　　　　　～９：３０　　来所
　　　９：３０～９：４５　　朝の会
　　１０：００～１２：００　課外活動等
　　１２：００～１２：３０　昼食
　　１２：３０～１４：００　昼休み
　　１４：００～　　　　　　体育館への移動
　　１４：００～１６：００　体育館での体操
　　１６：００～　　　　　　事業所への移動
　　１６：３０～　　　　　　保護者お迎え
　　(その他午前中のみ、午後のみの利用も可能)

療育の特色

毎週月曜日～金曜日 ９：００～１７：００

0950100420

児童発達支援

オリオンホールディングス(株)

宇都宮市御幸町150-1

９．ほしぞらキッズジム

所在地

info-hoshizora@sv-orion.co.jp

〒321-0984

10名

平成29年3月1日

028-689-3758

028-689-3757

17



事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

・児童発達支援（1歳半～小学校入学前）から放課後等デイサービス（小学生～高校卒業まで）まで継
続してご利用いただける事業所です。
・完全個別の療育でお子さまの発達段階に合わせた支援を行います。
・専門的なスタッフが多数在籍しており、専門性が必要な言語支援と読み書きの支援をすることができ
ます。
・小学校入学準備（着席していられる、板書を写しながら聞ける、全体の指示を聞く等）を行う、就学
プログラムを実施しております。
・公認心理師が常駐しておりますので発達・知能検査に関する分析支援・相談を行い、お子さまと保護
者さまのサポートをさせていただきます。
・保育園や幼稚園での悩みや不安について解消できるよう取り組んでいます。ご希望があれば、保育
園・幼稚園とも連携してアプローチしています。

無

プリント使用時のコピー代（モノクロ10円・カラー20円）
その他、必要に応じて教材費等

療育方針（力を入れていること）

専門的な職員による個別療育を提供しています。
・お子様それぞれの特性に合わせた、マンツーマンの個別療育。
・言語の遅れや読み書きの苦手さといった言語発達の支援。
・小学校入学に向けた準備をする就学プログラム。
・公認心理師による発達の分析とカウンセリング。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

　　　　　　　　　「時間割」
　　　10:00-11:00　　　15:00-16:00
　　　11:00-12:00　　　16:00-17:00
　　　13:00-14:00　　　17:00-18:00
　　　14:00-15:00　　　18:00-19:00

・お子様へ45分間の療育支援
・支援終了後に保護者様へ支援の報告と相談の時間

　　　　　　　　　「時間割」
　　　10:00-11:00　　　15:00-16:00
　　　11:00-12:00　　　16:00-17:00
　　　13:00-14:00　　　17:00-18:00
　　　14:00-15:00　　　18:00-19:00

・お子様へ45分間の療育支援
・支援終了後に保護者様へ支援の報告と相談の時間

療育の特色

毎週月曜日～土曜日（祝日含む）
※大型連休（お盆・年末年始等）を除く

10:00～12:00
13:00～19:00

0950100479

児童発達支援

(株)クラ・ゼミ

宇都宮市駅前通り2-3-12
ザ・ミレニアムタワー101

１０．こどもサポート教室「きらり」宇都宮校

所在地

kirari.utsunomiya@kurazemi.co.jp

〒321-0964

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成29年5月1日

028-680-6201

028-680-6201
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

(株)ビー・フレンズ

１１．フレンズジム南宇都宮

0950100529

児童発達支援

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成29年8月1日

療育方針（力を入れていること）

所在地

〒320-0845

宇都宮市明保野町5-8
サンダービルⅢ

028-616-8895

028-616-8896

fg-m.utsunomiya@sportsproject.jp

月　火　木　金　土 月、火、金：10:00～13:00
  　木、土 ：10:00～16:00

有 車にて片道３０分以内

おやつ代　100円／１回

療育の特色

・当社は総合スポーツクラブを企画運営している株式会社スポーツプロジェクトの関連会社です。長年
スポーツジムを運営してきたノウハウを児童デイサービス事業に生かし、一人でも多くの障がいを持っ
た子どもが「社会に適合し自立してほしい」という願いをこめて設立いたしました。
・施設内は明るく見通しが良く、運動に必要な用具が完備されているので、思わず身体を動かしたくな
る活動エリアとなっています。

・運動療育を主体としながら、生活の基本的動作の自立へ向けた練習、目と手の協応動作や認知面での
支援を目的とした作業療育を、子どもたちが力を発揮しやすいように考えられたスケジュールにてプロ
グラムを提供しています。
・運動療育では、基礎的な身体の動きの練習や、運動遊びやゲーム、マット・鉄棒・とび箱などの小学
校でも行う種目練習などを取り入れ、「こころ」「からだ」「脳」のバランスの良い成長発達を支援し
ます。
・また、療育プログラムの効果を高め、子どもが出来ることを着実に増やしていくために、ABA(応用
行動分析学)の手法を、専門家のアドバイスを得ながら積極的に取り入れています

一日のスケジュール

午前クラス 午後クラス

１０：００～　来所、自由遊び
１０：２０～　挨拶、運動療育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
１１：００～　着衣、おやつタイム
１１：１５～　作業療育プログラム
　　　　　　　随時自由あそび
１２：００～　帰りの挨拶、送迎児童退所
　　　　　　　自力送迎児童のみ自由遊び

１３：３０～　来所、自由遊び
１４：５０～　挨拶、運動療育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
１５：３０～　着衣、おやつタイム
１５：４５～　作業療育プログラム
　　　　　　　随時自由あそび
１６：３０～　帰りの挨拶、送迎児童退所
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

・運動、学習、ソーシャルスキル、コミュニケーションの４つの療育の柱を軸に、様々な経験を通じてお子様の
　「できた！」を増やします。
・幼稚園、保育園の通園後のご利用も可能です。まずはご相談ください。
・毎月季節ごとの楽しいイベントや外出活動、就学へ向けての支援など様々な活動を行っております。
・日本体育大学との「親子体操教室」や、鹿島アントラーズとの「サッカー教室」等、様々な大学や企業と連携
　したイベントも開催しております。

有 片道30分程度

おやつ代（1日/50円）、そのほか必要に応じて遠足代などを徴収

療育方針（力を入れていること）

子どもたちが持つ可能性に着目し、本来の力を発揮して成長できるように、楽しい環境づくりに努め、将来を見
据えた支援を行います。

●方針１:子どもの可能性を信じています。
子どもは必ず成長します。私たちいつでも可能性を信じて支援していきます。出来ることを一つひとつ増やして
いくお手伝いを通して、自立した生活が出来るように手を差し伸べます。

●方針２:自信を持たせ、成長を促します。
「できること」が増えるたびに自信が持てるようになります。自信がつくと積極的なコミュニケーションがと
れ、他者との関係もスムーズなものになり、生活に広がりができます。

●方針３:長所に目を向けます。
完璧な人間なんていません。子どもの行動の裏には声にならないメッセージがあります。私たちはこれらを否定
せず受け止め、常に前向きに発想し行動できるよう支援します。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

午前の部
 8:50～　順次登所　お迎え　到着次第トイレと手伝い
 9:00～　はじめの会（挨拶、出席、一日の予定、体操など）
　　　　　　 今日の課題発表　集団療育　自由遊び
 9:45～　トイレ　水分補給
10:00～　個別課題
10:45～　散歩　公園遊び　水分補給
11:30～　手洗い　うがい
11:45～　昼食　食後に歯磨き　トイレ　食休み
12:45～　おわりの会
13:00～　順次帰宅　お送り

午後の部
14:00～順次登所し、午前の部と同様に進めてまいります。
17:30～順次帰宅　お送り
※状況によっては時間変更等ございますので、ご了承下さ
い。

  9:50～　  順次登所　お迎え　到着次第トイレと手伝い
10:00～　はじめの会(挨拶、出席、一日の予定、体操など)
　　　　　今日の課題発表　集団療育　自由遊び
10:45～　水分補給
11:00～　個別課題
11:45～　トイレ　手洗い　うがい
12:00～　昼食　食後に歯磨き　トイレ　食休み
13:30～　集団療育　自由遊び　読み聞かせ　体操など
14:30～　おやつ
15:00～　フリータイム　自由遊び　片付け
15:30～　帰りの準備
15:45～　おわりの会
16:00～　順次帰宅　お送り

※状況によっては時間変更等ございますので、ご了承くださ
い。

療育の特色

毎週月曜日～土曜日（祝日含む）
※年末年始（12/31～1/3）を除く

　平日　【午前の部】9:00～13:00
　　　　【午後の部】14:00～17:30
　休日　 10:00～16:00

0950100545

児童発達支援

(株)サシノベルテ

宇都宮市下栗町2906-2

１２．こどもサークル宇都宮

所在地

kc17@sashinoberute.co.jp

〒321-0923

10名

平成29年10月1日

028-651-0001

028-651-0002
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

１３．サニーハート

所在地

info@sunny-heart.co.jp

〒321-0974

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成30年4月1日

028-621-3973

028-902-1075

月曜日から土曜日 9：00～17：30

0950100560

児童発達支援

(株)サニーハート

宇都宮市竹林町606

・必要に応じて「ならし保育」を行うなど、ストレスなく建物やスタッフに慣れていただけるよう、お
子様に合わせた細かな対応をしていきます。

有 宇都宮市内

おやつ代 （ 1日 50円 ）　外出時の施設利用料 ・昼食代等

療育方針（力を入れていること）

・就学に向けて集団生活に適応出来る力を育てる.
・お子様の能力に合わせた療育方法を常に検討し、自立できる事柄を増やす
・楽しさや喜びを体験する事で、意欲を引き出し感受性を育む

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

 9：00～　受け入れ・お迎え
　　　　　　バイタルチェック・朝の会
10：00～　個別活動
11：30～　昼食・のんびりタイム
13：00～　個別活動
14：30～　帰りの会・帰宅準備
15：00～　お迎え（保護者）、送り出発

平日と同様

月に一度程、外出を予定しています。
※外出等は状況など考慮し決定しております。

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

１４．こぱんはうすさくら下荒針教室

所在地

〒321-0346

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成30年2月1日

028-678-3732

028-678-8609

年末年始　休業
平日10:00～16:00
休日10:00～16:00

0950100594

児童発達支援

(株)日本メディカルサービス

宇都宮市下荒針町3585-43

・一人一人の成長に繋がるよう個別課題に力を入れています。
・野外活動やリトミックを積極的に取り入れ、豊かな経験になるよう支援しています。
・教室内でできる水あそびの実施をしています。

有 宇都宮市　鹿沼市

おやつ代（1回50円)　その他必要に応じて創作活動費・課題活動費を徴収

療育方針（力を入れていること）

・早期療育指導を必要とされる児童に対し、日常生活における基本動作の指導を行い、発達の助長を目
的としています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

来所
健康観察・検温
朝の会
個別課題（月間製作等）
野外活動
昼食
午後の会（音楽あそび）
自由あそび
（室内での水あそび）

来所
健康観察・検温
はじまりの会（リトミック）
個別課題（月間製作）
自由あそび
昼食
野外活動
（室内での水あそび）

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

児童発達支援・グローバルキッズパーク中戸祭店です。
・中戸祭店では、ミズノ公式グッズを使用したプログラムやエアトラックを使用したプログラム、リト
ミック等、お子様が楽しく運動できるような環境を整えております。 曜日ごとに主な運動内容は固定さ
れておりますが、ニーズや月によって変更することもあります。

有
幼稚園・保育園・ご自宅

～本事業所～ご自宅

おやつ代・レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・数ある療育手段の中から運動療育に力をいれています。運動を楽しい遊びという形に変えて、お子様
の自己肯定感や自己コントロール、社交性を養います。
・運動療法・ソーシャルスキルトレーニング(SST)・個別療育・集団療育

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

幼稚園・保育園への送迎
(通所されてない方は休日の日課参照)
おやつ
運動療育・余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
運動療育・余暇
昼食
運動療育・余暇
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色

日・お盆・年末年始以外 9:00 18:00

0950100602

児童発達支援

ハッピーライフケア(株)

宇都宮市中戸祭1-13-15
ドミールナカムラ1

１５．グローバルキッズメソッド１７（中戸祭店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒320-0057

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成30年3月1日

028-611-3533

028-611-3534
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

学校法人さつき幼稚園が経営しています。その４４年間の幼児教育を土台にして、理想の障害児教育を
模索しています。「Ｓｐａｒｋさつき」では、１～２人の少人数の運動療育（１人５０分）をしており
ます。世界的なベストセラーとなった『脳を鍛えるには運動しかない』の著者ハーバード大学准教授
ジョン・レイティ博士は、「Ｓｐａｒｋさつき」が所属している日本運動療育協会の特別顧問をしてお
ります。「脳を 高の状態に保つには、体を精一杯働かせなければならない。脳は筋肉と同じで、使え
ば育つし使わなければ萎縮してしまう。運動は、ほとんどの精神問題にとって 高の治療法なのだ。し
かも、強制された運動では自発的な運動ほどの効果が出ないことが分かっている」とレイティ博士は述
べております。

無

無

療育方針（力を入れていること）

    発達障がい児は、日常生活の中で多くのストレスを抱えています。そのため、指示命令が多い教育・訓練では
ストレスが増幅して、成長が阻害されやすいようです。
　子ども達の優れて素晴らしい潜在能力と育つ力を、深い眠りから呼び覚ますためには、生徒にいかに全力を出
させるかが重要です。全力を出させるためには、何よりも「楽しい体験」が必要です。しかも「非常に楽しい遊
びや運動」によって、子どもが熱中し全力を出すことが増えてきます。それが繰り返されれば、子ども達は成長
していくはずです。
　発達障がい児の中には、言葉の遅れがある子が多くおります。言葉の教育・訓練をすることになりますが、何
よりも重要なことは、言葉は人間関係を築くための道具です。親子関係が深まれば、父母の話を理解したいと強
く願うようになり、父母に自分の思いを伝えたい、言葉を獲得したいと強く願うようになるはずです。ゆえに、
さつき幼稚園が創作した“じゃれつき遊び”（スキンシップ遊び）が、生徒に大きな喜びを与え「人間関係の土
台」を育んでいくと考えております。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

１～２人の少人数の運動療育。一日１人５０分、
１人の生徒に２人のスタッフ、出来るだけ保護者
の方も、運動療育に参加していただいておりま
す。家庭でも同じように触れ合っていただき、遊
んでいただくことによって、成長していくはずで
す。

土曜日・日曜日も長期休暇の日も、平日と同じで
す。
祝日は休所です。

療育の特色

月曜日・火曜日・木曜日・金曜日・土曜・日曜 ９時～１8時

0950100644

児童発達支援

（学）さつき幼稚園

宇都宮市針ヶ谷町252-3

１６．Ｓｐａｒｋさつき

所在地

satuki@bird.ocn.ne.jp

〒321-0147

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成30年4月1日

028-612-2258

028-616-2622
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

児童発達支援・グローバルキッズパーク今泉新町店です。
・今泉新町店では運動と学習をコンセプトにしています。
・作業療法士や言語聴覚士等のリハビリスタッフも在籍しており、個別療育や集団療育、太田ステージやK式発
達検査を用いたアセスメント等にも力を入れています。・学習に取り組むフロアの他にも一面鏡張りのダンスフ
ロアを備えており、サーキットトレーニングなどの運動やダンス・ヨガ教室を行います。
・運動プログラムは、身体を動かすことを目的とした運動遊びや、カラフルな平均台や跳び箱を使ったサーキッ
トトレーニングの他にも、講師の方を招いてのダンス教室、ヨガ教室を定期的に実施し、子どもたちに身体を動
かすことの楽しさを提供いたします。
・内装をリニューアルして、個別療育の為の個室が出来ました。

有
幼稚園・保育園・ご自宅

～本事業所～ご自宅

おやつ代・レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・運動療法（ダンスやヨガ、ストレッチなど）
・ソーシャルスキルトレーニング(SST)
・学習支援
・集団療育
・作業療法

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

幼稚園・保育園への送迎
(通所されてない方は休日の日課参照)
おやつ
個別療育・運動療育等諸活動・余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
学習支援・運動療育等諸活動・余暇
昼食
学習支援・運動療育等諸活動・余暇
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色

日・お盆・年末年始以外 9:00 18:00

0950100636

児童発達支援

ハッピーライフケア(株)

宇都宮市中今泉3-31-8

１７．グローバルキッズメソッド１８（今泉新町店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒321-0968

10名

平成30年4月1日

028-615-7378

028-615-7379
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

・少人数制で、落ち着いた雰囲気の中ひとりひとりが自分のペースで出来ることが増やしていけるよう
じっくりと保育士が関わり支援していきます。
・集団や個別などお子様にあった支援計画を保護者様と相談したうえで作成します。
・経験豊かな保育士のもと、一人ひとりにあった個別課題や遊びを通して成功体験を増やし、自信に繋
げていく療育を行います。
・主治医や他の療育機関、ＯＴ（作業療法士）・ＳＴ（言語聴覚士）などと連携を図りながら支援を行
います。
・午前中のみ午後のみ等の利用時間について、個別に対応いたします。
・幼稚園、保育園の降園時間に合わせてお迎えにも対応いたしますので、ご相談ください。
・はぴねすブログhttps://ameblo.jp/live-happiness2018
・ホームページhttps://mebaespirits.wixsite.com/hlmh

有 宇都宮市内

おやつ代（1日50円）がかかります。その他必要に応じて調理実習費などを徴収いたしま
す。

療育方針（力を入れていること）

・集団活動や個別の活動を通してコミュニケーション能力を伸ばします。
・規則正しい生活を通じ、身辺自立を目指します。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

～10:00   来所(ご自宅へのお迎え・保護者様の送り)
10:30～　健康ﾁｪｯｸ・検温・荷物整理・排泄
10:40～　朝の会・体操
11:00～　個別課題（お子様に合わせた課題）
11:30～　集団活動：運動遊び(ﾘﾄﾐｯｸ・公園での遊具
　　　　　あそび・ﾎﾞｰﾙやｼｰﾂなどを使った遊び）
　　　　　感触遊び（粘土や貼り絵、工作、様々
　　　　　な感触の道具に触れる等）
11:50～　排泄・昼食(お弁当)・歯磨き(口腔ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ)
13:00～　自由時間（散歩・夏休みは水遊び等）
15:00～　おやつ
15:30～　工作・運動・レクリエーション活動
16:30～　掃除（雑巾がけ・食器洗い・ゴミ捨て）
16:50～　帰りの会
17:00～　送迎（自宅送迎・保護者様のお迎え）

 8:30～    来所(ご自宅へのお迎え・保護者様の送り)
10:30～　健康ﾁｪｯｸ・検温・荷物整理・排泄
10:40～　朝の会・体操
11:00～   個別課題(お子様に合わせた課題）
　　　　　（ﾌﾟﾘﾝﾄ学習・手先指先訓練等)
11:50～　排泄・昼食(お弁当持参)
13:00～　集団活動・運動遊び
　　　　　自由時間(散歩・夏休みは水遊び等)
15:00～　おやつ
15:30～　工作・運動・ﾘﾄﾐｯｸ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ等
16:30～　掃除(雑巾がけ・食器洗い・ごみ捨て)
16:50～　帰りの会
17:00～　送迎　(自宅への送迎・保護者様のお迎え)
※お花見や遠足、工場見学、季節の行事などのｲﾍﾞﾝﾄ
もあります！

療育の特色

毎週月曜日～金曜日
９：００～17：00

延長支援のご相談承ります。

0950100016

児童発達支援

(有)Live

宇都宮市御幸本町4880-4

１８．はぴねす

所在地

hapi2013@wj8.so-net.ne.jp

〒321-0983

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成30年4月1日

028-689-9119

028-689-9119
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

・私たちの教室に通うことで、子供たちは集中力がつき、運動能力も向上していくことが学術的にも実
証されています。
・私たちが実施するプログラムは心と体の両面を育てることを大切にしています。
・決して目先の成果だけを求めず、5年後、10年後の姿を考えて支援させていただきます。

有 宇都宮市

おやつ代（1日￥5０）教材費（1日￥３０）その他必要に応じて徴収（課外教室等）

療育方針（力を入れていること）

・運動療育という活動を主軸に、学習、遊びを取り入れて総合的な療育を提供します。
・ただお子様を預かるだけではなく、カリキュラムを通してお子様の成長と発達を促すことを一番に考
えます。
・お子様が生き生きと過ごせる場所を提供し、ご家族と一緒にお子様の未来を考え、療育を実践しま
す。

一日のスケジュール

平日 土曜日・休日・長期休暇時

　
～15：30　　登所
　15：30　　始まりの挨拶
　15：40　　運動遊び(柳澤運動プログラム)
　　　　　　　静かな活動
　16：00　　おやつ
　16：20　　自由遊び
　17：05　　終わりの挨拶
　17：15　　退所

～10：00　　登所
　10：30　　始まりの挨拶
　10：40　　運動遊び(柳澤運動プログラム)
　　　　　　　静かな活動
　11：20　　戸外活動・他
　12：00　　昼食
　13：00　　自由遊び
　14：00　　午後の活動
　15：00　　おやつ
　15：45　　終わりの挨拶
　16：00　　退所

療育の特色

月曜日～土曜日・祝日・長期休暇日
(GW・お盆・年末年始を除く）

月曜日～金曜日14：00～17：15
土曜日・祝日・長期休暇日

10:00～16：00

0950100651

児童発達支援

エミオス(株)

宇都宮市野沢町70

１９．運動療育センター　こどもプラス宇都宮北

所在地

info@kp-utsunomiya-kita.com

〒320-0071

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成30年5月1日

028-678-5931

028-678-5932
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

児童発達支援・グローバルキッズパーク新宮の内店です。
・新宮の内店では、作業療法士や言語聴覚士等のリハビリスタッフも在籍しており、個別療育や集団療
育、太田ステージやK式発達検査を用いたアセスメント等にも力を入れています。
・お子さま一人ひとりが集中して個別療育ができる環境と、集団で過ごすフロアを別で設定しておりま
す。

有
幼稚園・保育園・ご自宅

～本事業所～ご自宅

おやつ代・レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・ソーシャルスキルトレーニング(SST)
・学習支援
・集団療育
・個別療育
・作業療法

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

幼稚園・保育園への送迎
(通所されてない方は休日の日課参照)
おやつ
個別療育・運動療育等諸活動・余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
学習支援・運動療育等諸活動・余暇
昼食
学習支援・運動療育等諸活動・余暇
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色

日・お盆・年末年始以外 9:00 18:00

0950100719

児童発達支援

ハッピーライフケア(株)

宇都宮市宮の内3-181-1 1F

２０．グローバルキッズメソッド２１（新宮の内店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒321-0131

10名

平成30年7月1日

028-688-7866

028-688-7867
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

２１．こどもサポート教室「きらり」宇都宮海道校

所在地

kirari.utsunomiyakaido@kurazemi.co.jp

〒321-0971

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成30年12月1日

028-611-1600

028-611-1600

毎週月曜日～土曜日 １０：００～１９：００

0950100743

児童発達支援

(株)クラ・ゼミ

宇都宮市海道町812-7

・発達状況の異なるこどもたちの成長、発達した部分を見つけやすい環境を整え、こどもたち
が出来るようになった小さな変化にもしっかりサポートするため専門スタッフがマンツーマン
で対応いたします
・自ら「行きたい」と思ってもらえる楽しい療育を行うため、お子様一人ひとりの興味関心に
合わせたオリジナルの教材でサポートします
・お楽しみイベント等の小集団活動を定期的に行っております。また、担当のスタッフが事業
所内相談支援を実施し、お子様の現状や今後の進路等について、保護者様とゆっくりお話をさ
せて頂く機会があります

無

印刷代（モノクロ10円、カラー20円）

療育方針（力を入れていること）

私たちは「一人ひとりがきらりと輝けるように」をビジョンに“より良い療育”を目指しています。
こどもたち一人ひとりには個性があり、飛躍できる能力があります。そうしたこどもたちの成長の芽を
大きくしていくことが私たちの使命です。
発達支援研究所との連携により 先端の研究を実践することで、専門スタッフのスキルが向上し“より
良い療育”の実現に努めております。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

   　 各）１０：００～　　　　　１５：００～
　　　 　１１：００～　　　　　１６：００～
　　　　 １３：００～　　　　　１７：００～
　　　　 １４：００～　　　　　１８：００～

　各時間帯にて約１時間の療育を行っています。
　療育時間以外にその日に担当した指導員からの
フィードバックの時間を含む１時間になっており
ます。

   　 各）１０：００～　　　　１５：００～
　　　 　１１：００～　　　　１６：００～
　　　　 １３：００～　　　　１７：００～
　　　　 １４：００～　　　　１８：００～

　各時間帯にて約１時間の療育を行っています。
　療育時間以外にその日に担当した指導員からの
フィードバックの時間を含む１時間になっており
ます。

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

療育の特色

・当社は総合スポーツクラブを企画運営している株式会社スポーツプロジェクトの関連会社です。長年
スポーツジムを運営してきたノウハウを児童発達支援に生かし、一人でも多くの障がいを持った子ども
が「社会に適合し自立してほしい」という願いをこめて設立いたしました。
・施設内は明るく見通しが良く、運動に必要な用具が完備されているので、思わず身体を動かしたくな
る活動エリアとなっています。

・運動療育を主体としながら、生活の基本的動作の自立へ向けた練習、目と手の協応動作や認知面での
支援を目的とした作業療育を、子どもたちが力を発揮しやすいように考えられたスケジュールにてプロ
グラムを提供しています。
・運動療育では、基礎的な身体の動きの練習や、運動遊びやゲーム、マット・鉄棒・とび箱などの小学
校でも行う種目練習などを取り入れ、「こころ」「からだ」「脳」のバランスの良い成長発達を支援し
ます。
・また、療育プログラムの効果を高め、子どもが出来ることを着実に増やしていくために、ABA(応用
行動分析)の手法を、専門家のアドバイスを得ながら積極的に取り入れています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

 午前クラス
10:00～11:20　来所、自由遊び
11:20～12:00　挨拶、運動療育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
12:00～12:15　着衣、おやつタイム
12:15～13:00　作業療育プログラム
　　　　　　　　 随時自由あそび
13:00～　　　　 帰りの挨拶、退所
　
 午後クラス　14:00より上記内容

 午前クラス
10:00～11:20　来所、自由遊び
11:20～12:00　挨拶、運動療育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
12:00～12:15　着衣、おやつタイム
12:15～13:00　作業療育プログラム
　　　　　　　　 随時自由あそび
13:00～　　　　 帰りの挨拶、退所
　
 午後クラス　14:00より上記内容

療育方針（力を入れていること）

所在地

〒320-0847

宇都宮市滝谷町1－2

028-680-5058

028-680-5059

fg-takiya@sportsproject.jp

月　火　水　木　金　土
月、火、木、金　1０:00～17:00

水　14:00～17:00
土　10:00～16:00

有 車にて片道30分以内

おやつ代　100円／１回

(株)ビー・フレンズ

２２．フレンズジム滝谷

0950100792

児童発達支援

10名

令和元年５月１日
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

２３．フレンズ東町

所在地

f-higashimachi@originjp1.jp

〒321-0985

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和元年８月１日

028-678-5710

028-678-5716

月、火、水、木、金、日
土曜定休日

平日・13:00～17:00
日祝・  9:00～17:00

0950100818

児童発達支援

(株)Ｏrigin

宇都宮市東町54-4

・活動のカレンダーを前月に作成し、希望の活動日を選択して利用できます。
・一軒家で家庭的な環境の下、利用者が落ち着いて過ごせます。
・日祝日も営業し、昼食の希望者には、手作りの食事を提供しています。
・自宅等への送迎を行っています。

有 　宇都宮市内

おやつ1日50円、食事（日祝）を頼む場合1日400円、その他必要に応じて活動費を徴収

療育方針（力を入れていること）

・集団生活に適応し、安心して楽しく過ごせる場を提供します。
・外出，クッキング，工作，季節行事などの活動を通じ、社会性を身に付けます。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

放課後　13：00～　お迎え
　　　　15：00～　おやつ
            16：00～　活動
　　　　　　　　　（活動計画に沿った内容）
            16：50～　帰りの会
            17：00～  送迎

　  　9：00～　　お迎え
　　10：20～　　朝の会　　荷物整理、トイレ
　　11：00～　　活動
　　12：00～　　昼食
　　14：00～　　活動
　　15：00～　　おやつ
　　16：50～　　帰りの会
　   17：00～　　送迎

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

２４．ハッピーテラス南宇都宮教室

所在地

minami-utsunomiya@happy-terrace.com

〒320-0842

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和元年１０月１日

028-680-6812

028-680-6813

月曜日～土曜日（日・祝日休）
平日　１３：３０～１９：３０

土・長期休暇　９：００～１７：００

0950100222

児童発達支援

マストー商事(株)

宇都宮市京町11-18
マックスさくらビル101

・ハッピーテラスは全国に120教室以上を展開するフランチャイズであり、3000人以上の児童特性
データから考案されたプログラムを活用し、お子様の興味や能力に合わせてアレンジした教材をご提供
しています。
・放課後等デイサービス「ハッピーテラス南宇都宮教室」（該当ページをご参照ください）に併設した
多機能型教室として運営しております。
・日々のトレーニングやイベント内容、教室ブログ等はQRコードから
ホームページをご覧ください。

有 相談いたします

外出イベント時の交通費・入場料等
（必要時のみご請求）

療育方針（力を入れていること）

・子供たち一人ひとりの発達課題に対応したプログラムを組み立て、ソーシャルスキルトレーニングを
中心とした療育を通じて、子ども達が社会で生きていく力を伸ばし、自己肯定感を高めていきます。も
ちろん楽しいイベント（工作、料理、お出掛け等）も盛り沢山です。
・「子どもは絶対成長する！」という信念を持ち、「自信」を持たせながら将来的な「自立」へ向けた
支援を行ってまいります。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

　13:30～16:30　余暇時間
   16:30～17:00　トレーニング（１コマ目）
　　　（休憩１０分）
　17:10～17:40　トレーニング（２コマ目）
　　　（休憩１０分）
　17:50～18:20　トレーニング（３コマ目）
          （週に1コマ中高生講座を行っています）
   18:２0～19:30　余暇時間
 
   ※水曜日は30分前倒しの、16:00～トレーニング開
始となっています。

  　9:00～10:30　余暇時間
　10:30～11:00　トレーニング（午前１コマ目）
　11:10～11:40　トレーニング（午前２コマ目）
　11:40～14:00　お昼休憩
　14:00～14:30　トレーニング（午後１コマ目）
　14:40～15:10　トレーニング（午後２コマ目）
　15:20～15:50　トレーニング（午後３コマ目）
　15:50～17:00　余暇時間

※ 各トレーニング間の休憩１０分、イベント開催時な
どは変更の場合あり

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

児童発達支援・グローバルキッズパークゆいの杜店です。
・ゆいの杜店では、作業療法士や言語聴覚士等のリハビリスタッフも在籍しており、個別療育や集団療育、太田
ステージやK式発達検査を用いたアセスメント等にも力を入れています。
・個別療育の為の個室があり、マジックミラーになっているのでお子様は外からの刺激を気にせず集中して活動
に取り組むことが出来ます。

有
幼稚園・保育園・ご自宅

～本事業所～ご自宅

おやつ代・レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・ソーシャルスキルトレーニング(SST)
・学習支援
・集団療育
・作業療法

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

幼稚園・保育園への送迎
(通所されてない方は休日の日課参照)
おやつ
個別療育・運動療育等諸活動・余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
学習支援・運動療育等諸活動・余暇
昼食
学習支援・運動療育等諸活動・余暇
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色

日・お盆・年末年始以外 9:00 18:00

0950100842

児童発達支援

ハッピーライフケア（株）

宇都宮市ゆいの杜6-17-1

２５．グローバルキッズメソッド２７（ゆいの杜店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒321-3226

10名

令和元年１２月１日

028-680-4955

028-680-4956
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

２６．ちゃれんじ細谷店

0950100859

児童発達支援

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和2年1月4日

(株)challenge

〒320-0074

宇都宮市細谷町238-11
ルシール細谷E棟

028-688-0241

028-688-8995

１３：３０　 学校お迎え・荷物整理・宿題・自由時間
１５：００　おやつ
１６：００　グループ指導（体操・リズム運動・調理支援）
　　　　　　課題活動・個別支援（工作・おやつ作り）
１７：００　自由時間
１７：１５　帰りの準備・掃除・帰りの会
１７：３０　送迎

  ９：３０　 入所・荷物整理・排泄
　　　　   　自由あそび・水分補給
１０：００　グループ指導（体操・リズム運動・朝の会）
　　　　　　課題活動・個別支援（水あそび・散歩・戸外あそ
び
　　　　　　製作・運動あそび・プールあそび）
１１：３０　排泄・手洗い・昼食準備
１１：４５　昼食・後片付け・歯磨き
　　　　　　口腔マッサージ・着替え
１２：４５　自由あそび・休息
１３：３０　個別指導
１４：３０　排泄・手洗い・おやつ
１６：００　送迎

療育の特色

【ちゃれんじの特徴】
・専門性高いスタッフ在籍（国家資格保有者：保育士、作業療法士、柔道整復師）
・医療でも実施されている専門家による栄養カウンセリング、指導
・運動支援（からだ遊び）スキルアップトレーニング　ロボットプログラミング　音楽教室　社会活動
体操教室（体育館　野外）　グラビティ　グループワーク　調理活動
・支援以外でのスタッフ勉強会の時間を確保
・子供達、親御様の豊かな未来にフォーカス支援（親と一緒の運動会、他施設と合同BBQ、親への個別
面談支援）

所在地

おやつ代、昼食代

療育方針（力を入れていること）

ADHD,自閉症など、就学前から高校生までを対象としております。体は食べた物でできています。食
事指導支援と運動遊び（体操教室）をコンセプトに 自立と協調性の育みを目指します。自信をつける関
わり方で子供と親御様に豊かな未来提供を方針としております。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

challenge.kids.2020.1@gmail.com

月曜日～土曜日 １０時から～１７時３０分

有 施設～片道３０分以内
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

児童発達支援・グローバルキッズパーク下栗店です。
・下栗店では，作業療法士や言語聴覚士等のリハビリスタッフを中心に個別療育や集団療育等を行い、
太田ステージやK式発達検査を用いたアセスメント等にも力を入れています。
・個別療育を行う専用の場所が用意されており、集中して課題に取り組むことが出来ます。

有
幼稚園・保育園・ご自宅

～本事業所～ご自宅

レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・運動療法・ソーシャルスキルトレーニング(SST)・学習支援・集団療育・個別療育
・太田ステージやK式発達検査を用いたアセスメントを実施しています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

幼稚園・保育園への送迎
(通所されてない方は休日の日課参照)
おやつ
レクリエーション
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
レクリエーション
昼食
レクリエーション
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色

土曜日 土曜日 9:00 18:00

0950100883

児童発達支援

ハッピーライフケア（株）

宇都宮市下栗1-25-7

２７．グローバルキッズメソッド２８（下栗店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒321-0924

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和2年2月1日

028-688-7651

028-688-7652
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

児童発達支援・グローバルキッズパーク鶴田店です。
・鶴田店では、児童発達支援のみの事業所になります。月に1度配布されるレクリエーションカレン
ダーをベースに様々な活動を行っています。
・作業療法士や言語聴覚士等のリハビリスタッフも在籍しており、個別療育や集団療育、太田ステージ
やK式発達検査を用いたアセスメント等にも力を入れています。
・個別療育の為の個室があり、マジックミラーになっているのでお子様は外からの刺激を気にせず集中
して活動に取り組むことが出来ます。
・木育をコンセプトにした「木製卵のボールプール」や全身を使って遊ぶ大型ブロック「イマジネー
ションプレイグラウンド」が好評です。

有
幼稚園・保育園・ご自宅

～本事業所～ご自宅

レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・運動療法・ソーシャルスキルトレーニング(SST)・学習支援・集団療育
・個別療育
・太田ステージやK式発達検査を用いたアセスメントを実施しています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

幼稚園・保育園への送迎
(通所されてない方は休日の日課参照)
おやつ
レクリエーション
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
レクリエーション
昼食
レクリエーション
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色

日・お盆・年末年始以外 ９:00～18:00

0950100875

児童発達支援

ハッピーライフケア(株)

宇都宮市鶴田町1430-1

２８．グローバルキッズメソッド２９（鶴田店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒320-0851

10名

令和2年2月1日

028-680-5118

028-680-5119
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

２９．ソフィアキッズ教室

所在地

sophia.kids.2020.1@gmail.com

〒320-0851

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和2年3月1日

028-666-0752

028-666-5597

月～土、8月14日～8月15日と12月
30日～1月2日以外の国民祝日

　月～土　　10：00～17:00

0950100891

児童発達支援

(株)ソフィア

宇都宮市鶴田町3375-71
メゾン・ド・アン101

・職員1人に対してお子様1人の45分間の個別療育です。
・構造化されたスペースで教材、教具や学習プリント、パソコン学習を取り入れた個別学習支援をして
　います。
・個別療育支援にも力を注いでいます。個々の発達障害の特性を知り、一つでもできなかったことが
　できるようになるようにと願っています。

有 　宇都宮市、鹿沼市

白黒コピー代、テキスト代、など

療育方針（力を入れていること）

　コミュニケーションが苦手。自分の気持ちを伝えることが難しい。落ち着きがない。ルーティンには強いけ
ど、いつもとパターンが違うことに抵抗、不安がある等の発達に少しだけ心配のある幼児の方に対して、教材や
教具（職員が作ったものや市販のもの）を活用した学習支援やプリント学習、パソコン学習をしています。
　また、療育支援では、話をしたいのに話す人がいないなどの時は、幼児や学童の方が「10分お話をしましょ
う」のカード付ストップウオッチを使って、職員や話しをしたい子と話をする日暇なども作れたらと思っていま
す。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

・はじめの会
・入室→あいさつ
・健康チェック→体温測定
・個別プログラム（学習や療育支援）
・集団（グループ）プログラム（公園、工作、
　ゲーム、紙芝居、読み聞かせ等）
・おやつ
・帰りのあいさつ
　

・はじめの会
・入室→あいさつ
・健康チェック→体温測定
・個別プログラム（学習や療育支援）
・集団（グループ）プログラム（公園、工作、
　ゲーム、紙芝居、読み聞かせ、見学、おやつ
　作り等）
・おやつ
・帰りのあいさつ
　

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

・重症心身障がい児対象の児童発達支援施設です。
・必要に応じて「ならし保育」を行うなどストレスなく施設の環境や指導員・看護師に
   慣れていただける様にお子様に合わせた細かな対応をしていきます。

有 宇都宮市内

給食代（１回 450円・ペースト可）、おやつ代（１回 50円・ペースト可）
外出時の施設利用料

療育方針（力を入れていること）

・就学に向けて集団生活に適応できる力を育てる。
・お子様の能力に合わせた療育方法を常に検討し、医療行為やリハビリ等を安全に行う。
・遊びや活動を通して楽しさや喜びを体験することで、五感へのアプローチを図る。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

  　9：00～　受け入れ・お迎え・バイタルチェック
　10：00～　個別・集団活動
　　　　　　（医療行為・リハビリ）
　12：00～　昼食（注入・内服等）
　13：30～　個別・集団活動
　　　　　　（医療行為・リハビリ）
　15：30～　帰宅準備
　　　　　　お迎え（保護者）、送り出発

　平日と同様

　月に一度程、外出・屋内イベント等を
　予定しています。

　※ 外出等は状況など考慮し決定しております。

療育の特色

9：00～17：30

３０．サニーハート　岩曽（主たる障がい：重症心身障がい児）

所在地

info@sunny-heart.co.jp

〒321-0973

5名（児発と放デイ合わせて5名）

令和2年3月1日

028-612-8091

028-621-8092

月曜日～土曜日

0950100909

児童発達支援

(株)サニーハート

宇都宮市岩曽町1307-2
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

・小規模な空間でスタッフが利用者様一人一人に対し、より親身になり、丁寧で細かい支援を
行い意欲や集中力向上を目指しています。
・近くには商業施設があり、広い空間や人が多い中での買い物学習なども行っています。ま
た、近隣の公園ではのびのびと体を動かすと同時に，公園に行くまでの交通ルールなどの習得
にも力を入れています。
・長期休暇にはイベントや外出（昔遊び大会、ろまんちっく村、子ども科学館など）にも力を
入れています。

有 要相談

おやつ代（１食５０円）・調理材料費・遠足代

療育方針（力を入れていること）

発達に支援が必要な児童の個々の特性に合わせた手作りの教材を使い、日常生活に必要な動作や学習面
でのサポート（ひらがな、図形、色の判別など）を行います。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

　9：３0～ご希望の時間に園(ご自宅）にお迎えに伺います
　　　　　事業所到着
　　　　　手洗いうがい・着替え
　　　　　課題の実施
　　　　　（イベント関連の創作物・学習等）
１５:００　おやつ
１６:３０　掃除
１７:００　帰りの送迎開始

９:００　　送迎開始
１０:００　事業所到着
　　　　　手洗いうがい・着替え・おやつ
　　　　　課題の実施
　　　　　（イベント関連の作成・学習等）
１２:００　昼食
１３:００　散歩・公園・体操・課題の実施
　　　　　　　　　　　　　　（イベント物作成等）
１５:００　おやつ
１５:３０　掃除
１６:００　帰りの送迎開始

療育の特色

月曜日～金曜日
平日　午前９時～午後５時まで
休日　午前９時～午後４時まで

0950100701

児童発達支援

(有)Live

宇都宮市陽東1-3-2

３１．めばえ

所在地

mebae_houkago@yahoo.co.jp

〒321-0904

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和2年4月1日

028-660-5220

028-660-5220
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

３２．コペルプラス　宇都宮緑教室

所在地

utsunomiya-midori＠copel.info

〒321-0165

10名

令和2年5月1日

028-688-7781

028-688-7781

月曜日～日曜日
(祝日を除く)

平日　10:00～18:00
土日　  9:00～17:00

0950100933

児童発達支援

(株)ブックエース

宇都宮市緑1-1-1

指導員とお子様でのマンツーマンの個別支援を行っております。言葉・巧緻性・知育・SST・感覚統
合・ビジョントレーニング・ワーキングメモリのトレーニングなど、盛り沢山の内容が1回のレッスン
プログラムに組み込まれております。業界NO.1の豊富な教材を使い、お子様が楽しく遊ぶ中で隠れた
可能性を引き出していきます。

無

基本的にはご負担はありません

療育方針（力を入れていること）

発達にでこぼこのあるお子様の自己肯定感を育むことから始め、自尊心を高めていきます。「できるこ
とが増えるのは世界が広がること、楽しいことが増えること」を合言葉に、内なる無限の可能性と笑顔
を引き出していきます。

一日のスケジュール

平日 土・日・振替休日

               営業時間    9:30～18:30

サービス提供時間　①10:00～11:00
　　　　　　　　　②11:15～12:15
　　　　　　　　　③14:30～15:30
　　　　　　　　　④15:45～16:45
　　　　　　　　　⑤17:00～18:00
＊上記時間の中で1時間
（マンツーマンでの支援45分 ＋ 粗大運動5分 ＋
フィードバック10分）

                営業時間　8:30～17:30

サービス提供時間　①  9:00～10:00
　　　　　　　　　②10:15～11:15
　　　　　　　　　③11:30～12:30
　　　　　　　　　④14:30～15:30
　　　　　　　　　⑤15:45～16:45
＊上記時間の中で1時間
（マンツーマンでの支援45分 ＋ 粗大運動5分＋
フィードバック10分）

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以
外

にかかる費用

３３．ANDY（アンディ）

0950100941

児童発達支援

10人（児発と放デイ合わせて10名）

令和2年5月1日

（合）Crew

所在地

午前9時～午後5時 ※ 延長応相談
（午前の部・午後の部の2部制）

応相談（片道20分以内は対応）

〒320-0065

宇都宮市駒生町3351-29

080-7650-4331

andy.utnmy@gmail.com（https://andy.llccrew.com/）

月曜日～金曜日
（※土日祝にイベント開催の場合有）

有

昼食持参にて午前午後通しての預かり可。
※ 長期休暇のみの利用は不可。

療育の特色

・楽しく遊びながら「できた！」を増やせることを心がけています。
・お子様1 2名に1名担当スタッフが付き、特性に合わせてゆったりと療育を受けられる個別支援制
です。
・教材はお子様の状態を保育士・言語聴覚士・心理士等の専門家で細かくアセスメント（チェック）
し、ステップに合わせ用意しています。
・午前と午後の部どちらか各1～3時間お預かりします。
・言語聴覚士による完全個別支援も行っております（別途予約制、主に午前中）。
・ＴＥＡＣＣＨプログラム基づき、知育・運動・個別指導のプログラムごとに部屋を分け、満遍なく
プログラムを受けられるように支援を行います。
・宇都宮LDサポートセンターとも連携しており、発達や能力に関する検査も行っています。

イベント参加の場合の参加費

療育方針（力を入れていること）

２歳以上の発達に不安のある未就学のお子様を対象に生活・言語・コミュニケーション・学習に必要
な力の獲得のための発達支援（療育）を各能力のアセスメント（チェック）を行いながら提供してい
ます。特に、言葉の遅れがあるお子様や、幼稚園の入園や就学を意識した発達支援に力を入れていま
す。また、利用保護者の気軽な相談の場、自由に施設を見学できる時間も設けています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

【利用例：午後２時間利用の場合】
※ 開始・終了時間は各家庭の都合に合わせられます。
14：30ごろ　登所・自由遊び（保護者送り 又は 幼稚園・保育園等
へお迎え）
15：00ごろ　おやつ
15：30ごろ　散歩など小集団活動
16：30ごろ　降所（保護者お迎え 又は 自宅へお送り）
※ 自由遊び、小集団活動だけでは支援できない内容を、合間に取り
出しで個別支援にて行います（言語訓練、知育発達支援、運動発達支
援など）。
※ 生活面の発達支援も合間に行います（トイレトレーニングな
ど）。
☆午前の部は9：00～12：00（園への送迎をも行います）。
※ 言語聴覚士の完全個別支援をご希望される場合は別途予約が必要
です（主に午前中）。
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

３４．コペルプラス 宇都宮駅前教室

所在地

utsunomiya@copelplus.copel.info

〒321-0953

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和2年7月1日

028-689-8458

028-689-8468

火曜日～土曜日
※祝日、8月13日～15日、12月30日～翌年1月3

日を除く
10:00～18:00

0950100974

児童発達支援

(株)コペル

宇都宮市東宿郷４－１－２８
河合ビル７F

　　　　　　　　　【寄り添う療育　　28年の歴史　　使用教材数 業界No.１】
28年間多くのお子さまの成長を見てきた「幼児教室コペル」の経験をもとに、2000種類を超えるバラエティ豊
かなオリジナル教材で、歌カードやフラッシュカード、「コペル10の基礎概念」や思考問題、情報処理に取り組
み、入学に向けての学習支援も行います。

●個別クラス→指導員とマンツーマンで発達段階に合わせたバリエーション豊かな課題を行います。

●集団クラス→6人までの小集団でコミュニケーション・ソーシャルスキルを育てる課題を行います。

※コミュトレクラス→友達や先生とかかわりながら、体を使ったゲームや製作課題に取り組みます。

無

基本的にはご負担はありません

療育方針（力を入れていること）

コペルプラスの療育は、お子さま自身の「学びたい・成長したい」という意欲を 大限に引き出すこと
を第一に考えます。「訓練」ではなく「楽しい遊び」であること。「いやでもがんばる」ではなく「楽
しいからやりたい」であること。
そして、お子さまの瞳が輝くような「療育」を通じ、自発的に取り組み、能力を発揮するお子さまの姿
をサポートします。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

定期受講コースとして、
「個別」クラス枠と「小集団」クラス枠

をご用意しております。

①10:00～11:00
②11:15～12:15
③14:30～15:30
④15:45～16:45
⑤17:00～18:00

平日同様

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

３５．グローバルキッズメソッド３７（鶴田店プラス）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒320-0851 

10名

令和2年11月1日

028-680-5944

028-680-5945

日・お盆・年末年始以外 9:00～18:00

0950100982

児童発達支援

ハッピーホールディングス(株)

宇都宮市鶴田町1429-1

児童発達支援・グローバルキッズパーク鶴田店PLUSです。
★保育所等訪問支援も併設しています。

・「こどもモードKitS(きっつ)」アートポン！
「iPad」アプリを使い、描いた絵をスクリーンに映し出すことで、楽しみながらクリエイティブな活
動が身に付きます。
・「ごっご遊び」
お店屋さんやお医者さんになりきったりして遊ぶ事で観察力や表現力、創造力、言語力などに効果的と
言われています。お友達同士でコミュニケーション能力が高まり、ルールを守り、相手と折り合いをつ
ける力などが身に付きます。
・大型遊具「ファンクショントンネル」
適度な弾力の壁にしっかりと守られた空間の中で、でんぐり返しをしたり、ぶつかったり、転がした
り、全身を使って自在な動きが可能で、バランスを取ろうとすることで平衡感覚や筋力、集中力なども
鍛えられます。
・作業療法士や言語聴覚士等の療育専門スタッフによる個別支援計画を作成し、お子さま一人ひとりに
沿った療育をご提案しています。

有
幼稚園・保育園・ご自宅

～本事業所～ご自宅

レクリエーション費用（活動時のみ：交通費・入場料・材料費等）、お弁当（任意）、おやつ

療育方針（力を入れていること）

グローバルキッズパーク鶴田店プラスでは、発達障がい等のある1歳～就学前のお子さまに，食事や着
替えなどの日常生活に必要な動作の獲得や社会適応に向けた療育を行います。特に小集団グループでの
活動を中心多種多様な療育プログラムをご用意しています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

13：０0　送迎・入室・荷物整理
　
14：00　グループ療育等
               レクリエーション等

16：00　帰りの会

16：30　送迎・帰宅

9：０0　送迎・入室・荷物整理
　　　　  朝の会

10：00　グループ療育等

12：00　昼食

13：30　レクリエーション等

16：00　帰りの会

16：30　送迎・帰宅

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

児童発達支援・グローバルキッズパーク中今泉店です。

【5つのコーディネーション能力＝身体を上手に動かす力】を取り入れた運動レクリエーション実施。

・「nadleストライダー/三輪車/自転車」1台3役。体幹やバランス感覚、ペダルを漕ぐ力、ハンドル操作など、
いくつかの動作を一度に行うことで子どもの集中力や達成感、可能性を引き出します。
・「巧技台-ボルダボード」
垂直のボルダリングが難しい小さなお子さまでも楽しむことができる、ボルダボードを設置した巧技台。手と足
を上手に使い、登ったり、渡ったりする中で平均感覚やバランス感覚、距離感覚などの様々な感覚を養っていき
ます。
・「ファンクショントンネル」
適度な弾力の壁にしっかりと守られた空間の中で、でんぐり返しをしたり、ぶつかったり、転がしたり、全身を
使って自在な動きが可能で、バランスを取ろうとすることで平衡感覚や筋力、集中力なども鍛えられます。
・「クアドロユニバーサル」
74種類のデザインを自由に組み立てられる遊具。テーブルやイス、ベンチにベッド、秘密基地などなど。作り上
げたものでダイナミックに遊ぶ事ができます。
・「感覚統合」
「感覚統合療法」に基づいた様々なブランコなどの器具で、日常生活を行う上での活動を支える基礎を、遊びを
通して楽しく行います。

有
幼稚園・保育園・ご自宅

～本事業所～ご自宅

レクリエーション費用（活動時のみ：交通費・入場料・材料費等）、お弁当（任意）、おやつ

療育方針（力を入れていること）

グローバルキッズパーク中今泉店では、発達障がい等のある２歳以上で就学前のお子さまに，食事や着
替えなどの日常生活に必要な動作の獲得や社会適応に向けた療育を行います。特に運動療育に力を入れ
ています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

13：０0　送迎・入室・荷物整理
　
14：00　運動療育等
               レクリエーション等

16：00　帰りの会

16：30　送迎・帰宅

9：０0　送迎・入室・荷物整理
　　　　  朝の会

10：00　運動療育等

12：00　昼食

13：30　レクリエーション等

16：00　帰りの会

16：30　送迎・帰宅

療育の特色

日・お盆・年末年始以外 9:00～18:00

0950100990

児童発達支援

ハッピーライフケア(株)

宇都宮市中今泉2-10-1

３６．グローバルキッズメソッド３８（中今泉店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒321-0968 

10名

令和2年12月1日

028-680-4490

028-680-449１
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

３７．コペルプラス　宇都宮いちょう通り教室

所在地

utsunomiya-icho@copelplus.copel.info

〒320-0806

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和3年2月1日

028-666-8793

028-666-8794

火曜日～土曜日
（祝日・年末年始・お盆休みを除く）

10：00～18：00

0950101006

児童発達支援

（株）コペル

宇都宮市中央1-10-9
トラスティ大銀杏ビル11階

　療育の中で、フラッシュカードや歌カード・そろばん・文字や数字の教材・その他知育玩具などの豊
富な教材（年間で約2000種類）を使用し、発達段階に応じて必要な幅広い刺激をインプットします。
また、ABA理論を基に適切な行動を自然と学習していけるよう支援します。いずれもお子様が『楽し
い』と感じ、『自分はできる』『もっとやりたい』という気持ちを育んでいけるよう努めてまいりま
す。
　コペルプラス宇都宮いちょう通り教室では個別療育（個室で指導員とマンツーマンのレッスン）を軸
に、小集団療育（集団の中で社会性を育むためのコミュニケーショントレーニングクラス、ソーシャル
レッスンクラス）や地域支援（お子様の在籍する幼稚園・保育園等と連携し、ご利用者様も他のお子様
も過ごしやすい環境を作るための支援）にも取り組みます。

無

基本的にはございません

療育方針（力を入れていること）

コペルプラスでは、お子様の自己肯定感を育むことから始めます。できないことに対しての訓練ではな
く、豊富な教材で楽しく遊び幅広い刺激を受けながら「できること」「楽しいこと」を増やし、お子様
が自ら幸せになる姿を目指します。
宇都宮いちょう通り教室ではすべてのお子様・保護者様と誠実に向き合い、お子様にとって「今なにが
大切か、なにが必要か」を考え、楽しみながらお子様の前向きな言動につなげられるよう努めてまいり
ます。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

①10：00～11：00
②11：20～12：20
③14：20～15：20
④15：40～16：40
⑤17：00～18：00

上記の時間で、個別療育と小集団療育を行います。お部
屋での活動とプレイルームでの身体を動かす活動、また
毎回レッスンの終わりに保護者様と振り返りの時間もご
ざいます。

（平日と同様のスケジュールとなります）

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

・個々の能力に合わせた個別訓練や知育玩具を用いた自由あそびを行っています。
・就学に向けて他者との関わりへ重点を置き、しつけ・ルールを吸収する力を養う支援をしていきま
す。

有 宇都宮市　鹿沼市

おやつ代（1回50円）その他必要に応じて創作活動費・課題活動費を徴収

療育方針（力を入れていること）

早期療育指導を必要とされる児童に対し、日常生活における基本動作の指導を行い、発達の助長を目的
としています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

来所
健康観察・検温
野外活動・制作活動等
昼食
午後の会
自由あそび・野外活動
おやつ
送迎

来所
健康観察・検温
はじまりの会
野外活動・制作活動等
自由あそび
昼食
自由あそび・野外活動
おやつ
帰りの会
送迎

療育の特色

年末年始　休業 10:00～16:00

0950101014

児童発達支援

(株)日本メディカルサービス

宇都宮市宝木町1-46-6

３８．こぱんはうすさくら　宝木教室

所在地

〒320-0061

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和3年2月1日

028-678-9520

028-678-8609
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

月曜日から土曜日
（年末年始、お盆、祝日は定休）

10：00～16：00
(午前の部・午後の部の2部制）

（時間外相談可）※長期休みの預かりあり

有

bambi.nishikawada@gmail.com

３９．こどもスタジオバンビ　西川田

0950101055

児童発達支援

10名

令和3年4月1日

Sutudio-Bambi 株式会社

所在地

〒321-0151

宇都宮市西川田923-1

028-688-0085

028-688-8115

　グループ療育利用時の幼稚園等への
　迎えのみ、相談可

外出時の入園料や、イベントなどにかかる費用（実費分）

土曜日　個別平日（グループ療育）

通称すくすくバンビでは、個別療育で1人ひとりの特性に応じて、 適な教材を使用した療育を行いま
す。小学校入学前に身に付けたい、論理的思考・数学的思考の基礎を育てていきます。
　グループ療育では、個性や特性をきちんと理解し、長所を見つけて 大限に引き出します。
コミュニケーションスキル・言語力・基礎的な身体能力・知能の向上を目指して活動します。
作業療育・言語聴覚士の個別も行っております。

一日のスケジュール

療育方針（力を入れていること）

療育の特色

★感覚統合・生活支援（整理整頓・身だしなみ・習慣づけ・いろいろな経験など）　随時
★個別支援（すくすく知育・ピグマリオン・もじかずことば）　毎日
★作業療法士の個別　火・木曜日　　★言語聴覚士の個別　月１実施
★外部講師の英語療育（ネイティブアメリカのスタッフによる遊びを通したEnglish教育）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毎週　月・土曜日
★運動支援（粗大運動・リズム・体幹トレ ニング）　　　　　毎週　木曜日　　他
★音楽療法（外部講師による音楽療育）　　　　　第２・第4　水曜日
★LEGOらんど（大小のブロック・微細運動・プログラミング）火曜日　他

その他、放デイとの交流活動、クッキング、ベビーマッサージ、イベント（外出・ハロウィン・クリス
マスなど）も行っています。
※曜日によって、主な活動は固定されていますが、場合により変更になることがあります。

例【午前or午後　グループ療育】
①入室
②シール貼り（出席シール）
③グループ活動
④おやつ
⑤自由時間

【個別療育】
①入室
②50分間個別療育
③退室
【作業療法士の個別】
預かり１５分・個別３０分
【言語聴覚士の個別】
３０分

【Bambi子ども英会話】
①入室
②外部講師による英会話５０分
③退室

◎おでかけ、クッキングなどのイベン
トが行われることもあります。
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

小児科医院併設の自閉症専門療育施設です。ABA(応用行動分析学）による早期集中行動介入の個別療
育を行ってます。
セラピストは全員がAＢＡの資格をもっており、ペアレントトレーニング、園、学校連携も積極的に
行っております。（詳しくはおざわ小児科医院ホームページ　chou chouをご覧ください）
障がいを抱えたお子様の今、そして将来の笑顔が輝くものでありますように　スタッフ一同、誠心誠
意、学び、尽くしてまいります。

無

ABAセラピーの方は1回につき1,000円

療育方針（力を入れていること）

①科学的根拠のある応用行動分析学(ABA）による個別セラピーです。
　　・発語を増やし指示に従う力などのスキルを身につけます。
　　・PECSや手話も取り入れ言語を増やす専門的なプログラムも導入しております。
②音楽講師による発達リトミックコース
③小児専門言語聴覚士による個別言語トレーニング

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

保護者の送迎にて来所いただき、
お一人様週2回、1回50分のご利用です。
セラピーはモニター越しに御覧いただけます。
　
　　　　　　　セラピー時間
　　　9:00～9:50     　　14:30～15:20
　　10:15～11:05   　　15:45～16:35
　　11:30～12:20   　　17:00～17:50

長期休暇も平日同様

療育の特色

月、火、水、金　／　木、土午前中
（祝日休み・お盆、年末年始休業有）

9:00～12:30／14:30～18:00

0950101071

児童発達支援

（医）さゆき会

宇都宮市相野沢町98-13

４０．医療法人さゆき会　ｃｈｏｕｃｈｏｕ

所在地

chouchoumadam@icloud.com

〒329-1113

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和3年4月1日

028-672-3692

028-672-3695
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

身体的効果
・馬により日常ではできない運動をすることで、体幹バランスや運動機能を鍛えることができます。
・車椅子などで十分な下肢運動ができないことを補うために、馬上で通常歩行と似たような運動を行う
ことができます。

心理・社会的効果
・発達障がいなどの乗り手にも心理的改善をもたらすプログラムを提供しています。
・自然や馬と関わりながら自由にのびのびと過ごし、個々の良い面を引き出しながら伸ばしています。

無し -

必要に応じて外出代などを徴収

療育方針（力を入れていること）

・馬を介在として、社会性の芽生え、コミュニケーション能力、運動機能の向上等を目指し療育を行い
ます。
・多くの医師、理学療法士、作業療法士、特別支援教育者などの協力を得て、機能向上を目指していま
す。
・また、感覚統合療育を取り入れ、教育的側面にも力を入れています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

なし

・騎乗レッスンは原則、土日に行います。
　10：00～13：00
　（暑さ対策のため夏期は9：00～12：00）

・長期休暇期間に集中ライディングあり（予約制）

療育の特色

土・日 午前９時から午後５時までとする

0950101089

児童発達支援

（特非）宇都宮国際障がい者乗馬協会

宇都宮市平出町2785

４１．ピルエット

所在地

pirouetgg@gmail.com

〒321-0901

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和3年4月1日

080-8908-4763

028-689-1133
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

４２．　ＫＩＤＳ ＲＯＯＭ　宇都宮

所在地

kidsroom@chanto.co.jp

〒320-0021

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和3年5月1日

028 612-3577

050 3512-3422

月曜日 土曜日・祝日
（年末年始を除く）

１０：００ １７：００
（営業時間　８：００ １９：００）

0950101097

児童発達支援

ちゃんと株式会社

宇都宮市東塙田1 7 ８

キッズルームの児童発達支援では、家庭と連携を図りながらそれぞれの特性に合わせた個別支援計画を
作成し、様々な分野（個別療育・音楽療育・運動療育・SST等）をバランスよく活動に取り入れ、支
援しております。
お子様の課題に合わせた個別活動はもちろん、自主性を尊重しながらそれぞれの興味・関心に合わせて
活動内容が選べる選択活動や、集団生活を送る上で必要とされる協調性が身に付く全体活動も行なって
おります。
また、提供時間を大きく設けているため、契約された全てのお子様を対象に、終日、ライフスタイルに
合わせたお好きな時間でのご利用が可能です。急な当日の利用予約、お弁当対応、利用時間の変更等も
柔軟に対応致しております。
お子様に関するお悩みをお持ちの方は無料相談も行っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

有
宇都宮市内

（その他ご相談下さい）

昼食費（任意）、その他必要に応じて徴収

療育方針（力を入れていること）

ひとりひとりのお子様としっかり向き合い、可能性と課題を認識し、お子様にとって楽しめる方法を取
り入れることで、向上心を高めながらステップアップ出来る支援内容、そして信頼関係を基本とした、
安心して過ごせる療育の場を提供いたします。
また、ご家族と一緒に、その子の強みを生かしながら将来につなげられるよう、未来を見据えた長期的
サポートも行います。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

・順次来所、健康チェック
・自由遊び
・昼食
・個別活動
・おやつ（ご家庭から事前にお預かりしておりま
す）
・活動（選択活動、全体活動）
・帰りの会
・順次帰宅

・順次来所、健康チェック
・朝の会
・自由遊び
・昼食
・個別活動
・おやつ（ご家庭から事前にお預かりしておりま
す）
・活動（選択活動、全体活動）
・帰りの会
・順次帰宅

※活動内容により変動いたします。

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

【グループ指導】

いちごぐみ
みかんぐみ

  9:30～　順次来所
　　　   　自由遊び
　　　   　コーナー遊び

10:30～　朝の会
　　　　　主活動
11:30～　お弁当
　         　自由遊び
13:10～　帰りの会
13:30～　帰宅

りんごぐみ

15:00～　来所
　　　　　始まりの会
　　　　　1時間目
　　　　　休み時間
　　　　　2時間目
　　　　　帰りの会
16:45～　帰宅

・幼稚園や保育園への就園準備グループ（いちごぐみ）及び並行利用のグループ（みかんぐみ）を実施
しています。初めての母子分離にもお勧めです。
・同年代の少人数グループでの経験を、幼稚園や保育園等の大きい集団につなげていくお手伝いをしま
す。療育的要素を含めた遊びや活動を経験したり、身辺自立を目標に、幼稚園・保育園に準じる活動を
お子様のみで行います。
・通常の小学校への就学準備グループ（りんごぐみ）も実施しています。
・講師による本格的な習い事の指導を行っています。（運動教室、書道、プール、造形）
・土曜日は隔週営業で、イベント（お出かけ、集団活動、季節の制作等）を行っています。

無
児童発達支援のお子様の送迎は、原則
行っておりません。

おやつ代（1回50円）、習い事材料費（実費）、グループ教材費（実費）、イベント参加費（実費）等必要に応じて徴収

療育方針（力を入れていること）

・「社会で生きる子どもを育てる」を合言葉に、「コミュニケーション」「学習」「働くためのスキ
ル」「自立のためのスキル」の4本柱を育てることを大切にして、指導に当たっています。
・希望の就学先（特別支援学校、特別支援学級、通常学級）に合わせた指導を提供しています。
・正解を教えるだけでなく、どうすべきだったか自分で考えられる時間を持てるような声掛けをしてい
ます。

一日のスケジュール

平日 土曜日

  9:30～　来所・健康チェック・検温
　　　　 　自由遊び
　　　　　 集団活動（イベント）
12:00～　昼食
            　集団活動（イベント）
15:00～　おやつ
            　自由遊び
～17:00　順次帰宅

療育の特色

月曜日：運動教室
　　　　小さい子　15:00～16:00

 

火曜日：書道
　　　　15:00～17:00(入れ替え制)

水曜日：プール
           前半　16:00～17:00

 

木曜日：造形
　　　　15:30～17:00(入れ替え制)

金曜日：プール
　　　　＊水曜日と同じ

毎週月曜日～土曜日（土曜日は隔週）
（祝日、お盆、年末年始、GW休業有）

9：30～17：00

0950101113

児童発達支援

（株）あさがお

宇都宮市御幸ヶ原町82-16

４３．キャンバス

所在地

asagao_canvas@eos.ocn.ne.jp

〒321-0982

10名

令和3年6月1日

028-680-4424

028-680-4423
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

児童発達支援・グローバルキッズパーク簗瀬店です。

4つの専用部屋を使って個々に合わせた課題に取り組みます！

《1対1の個別療育》
個々の成長に合わせた課題（遊び）を取り組みながら発達を促します。

《少グループ活動》
少人数のグループ活動でコミュニケーションスキルの向上や一緒に活動する楽しさを共有します。

《全体活動》
広い活動スペースを用意。運動等みんなで一緒に楽しめるプログラムを用意します。

有
幼稚園・保育園・ご自宅

～本事業所～ご自宅

レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・運動療法・ソーシャルスキルトレーニング(SST)・学習支援・集団療育
・個別療育
・太田ステージやK式発達検査を用いたアセスメントを実施してます。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

幼稚園・保育園への送迎
(通所されてない方は休日の日課参照)
おやつ
レクリエーション
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
レクリエーション
昼食
レクリエーション
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色

日・お盆・年末年始以外 9:00～18:00

0950101147

児童発達支援

ハッピーライフケア(株)

宇都宮市簗瀬1-32-9

４４．グローバルキッズメソッド４６（簗瀬店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒321-0934

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和3年7月1日

028-688-7560

028-688-7561
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

４５．ちゃれんじ元今泉教室

所在地

challenge.motoimaizumi@gmail.com

〒321-0954

１０名（児発と放デイ合わせて10名）

令和3年8月1日

028-306-1728

028-307-4018

月～土・祝
月～金／１０時～１７時３０分

土・祝・長期休暇期間／１０時～１６時

0950101170

児童発達支援

(株)challenge

宇都宮市元今泉4-2-10
元今泉ハイタウン205・6

～　運動・学習・食育　３つの軸を中心に療育支援を行います～
◎運動　様々な運動遊具を使って運動したりリトミックを行ったりして、楽しく遊びながらバランス
良く身体能力を高めます。

◎学習　お子様のレベルや興味に沿った教材を活用し、「わかった！」「できた！」体験を繰り返し
重ねながら自信とやる気を高めていけるようにします。

◎食育　食材に触れたり、自分で調理したりする中で食への興味・関心を高めていき、偏食をなくし
ていきます。
その他発想力や表現力を伸ばす製作活動、公共施設見学やお出かけ・買い物等の社会体験活動も行う中
でお子様が大人になる上で必要になる“生きる力”を培ってまいります。

有 施設から片道３０分以内

おやつ代／昼食代　1食￥１００／１食￥４００
創作活動に係わる材料費・行事活動参加に係わる費用（参加者のみ）

療育方針（力を入れていること）

お子様自身が「面白そう」「やってみたい」「楽しい！」という気持ちで物事に取り組む中で生活スキ
ル・コミュニケーションスキルを身に付けられるよう遊びを中心とした療育プログラム（運動療育・調
理活動・郊外活動等）を計画し、支援を行っております。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

13：30～14：50　　送迎・来所・身支度・おやつ
15：00　　　　　　　始まりの会（スケジュールの確認）

15：10～15：４0　学習タイム（グループ毎）
15：４0～16：３0　主活動（グループ毎）
16：30～17：00　　自由活動・片付け
17：10　　　　　　　雑巾掛け
17：20　　　　　　　帰りの会（スケジュールの振り返り）

17：30　　　　　　　送迎出発
※状況によってスケジュールが変更になる場合がございます。

9：00～10：00　　送迎・来所・身支度・自由活動
10：10　　　　　　始まりの会（スケジュールの確認）
10：20～10：50　買い物体験
11：00　　　　　　調理活動
12：00　　　　　　昼食
13：00午後の活動（毎日異なるプログラムを用意しています。）

15：00　　　　　　おやつ
　　　　　　　　　　自由活動・片付け
15：40　　　　　　雑巾掛け
15：50　　　　　　帰りの会（スケジュールの振り返り）
16：00　　　　　　送迎出発
※状況によってスケジュールが変更になる場合がございます。

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

４６．コペルプラス　ほうとくこども園教室

所在地

hotoku@copelplus.copel.info

〒320-0051

10名

令和3年8月1日

028-689-8331

028-665-1983

月曜日～金曜日
※祝日、お盆、年末年始以外

9:00～16:30

0950101154

児童発達支援

（学）報徳会

宇都宮市上戸祭町3130-5

☆豊富な教材・テンポあるレッスン
　子どもが学びたいと瞳を輝かせる時間は、年齢プラス1分間といわれています。
　ですから、お子様が飽きることのないように毎回豊富な教材を使用して、テンポとリズムを大切に、
　お子様自身が「楽しい」と感じられるレッスンを行います。
☆「個別レッスン」と「小集団レッスン」の併用が可能です。
　「個別レッスン」では、その子の発達段階に合わせ、より丁寧に寄り添ったマンツーマン指導。
　「小集団レッスン」では、2人から 大6人で、お友達を意識しながらコミュニケーション・ソー
　　シャルスキルを育てる支援。
☆あるがままの姿を認め、褒めて育む
　　自信をもって、伸び伸びと成長することをサポートします。知性(IQ)のみならず、優しさ・思いや
　　り(EQ)や社会性(SQ)もバランスよく課題に取り組み、内なる能力を引き出します。

無 　

基本的にはご負担はありません

療育方針（力を入れていること）

発達にでこぼこのあるお子様の自己肯定感を育むことから始めます。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ながら、お子様が自ら幸せになる姿を目指します。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時
　
　　　　営業時間8:30～17:15
　
サービス提供時間　①　9:00～10:00
　　　　　　　　　②10:15～11:15
　　　　　　　　　③13:00～14:00
　　　　　　　　　④14:15～15:15
　　　　　　　　　⑤15:30～16:30
　　※レッスン時間は1時間
　    (支援45分＋粗大運動5分＋フィードバック
         10分)

平日同様

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

４７．サニーハート　陽北

所在地

info@sunny-heart.co.jp

〒321-0973

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和3年11月1日

028-689-8593

028-689-8594

月曜日から土曜日 9：00～17：30

0950101188

児童発達支援

(株)サニーハート

宇都宮市岩曽町1353-14

・肢体不自由児対象の児童発達支援施設です。
・看護師が常駐し、医療ケアのお子様もお預かりしています。
・必要に応じて「ならし保育」を行うなど、ストレスなく建物やスタッフに慣れていただけるよう、
　お子様に合わせた細かな対応をしていきます。

有 宇都宮市内

おやつ代 （ 1日 50円 ）　外出時の施設利用料 ・昼食代等

療育方針（力を入れていること）

・就学に向けて集団生活に適応出来る力を育てる.
・お子様の能力に合わせた療育方法を常に検討し、自立できる事柄を増やす
・楽しさや喜びを体験する事で、意欲を引き出し感受性を育む

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

 9：00～　受け入れ・お迎え
　　　　　　バイタルチェック・朝の会
10：00～　個別活動
11：30～　昼食・のんびりタイム
13：00～　個別活動
14：30～　帰りの会・帰宅準備
15：00～　お迎え（保護者）、送り出発

平日と同様

月に一度程、外出を予定しています。
※外出等は状況など考慮し決定しております。

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

児童発達支援・グローバルキッズパーク新中戸祭店です。
小集団のグループ療育によるSST等の支援や、ブランコや大型遊具等を用いた感覚統合訓練を中心とし
た運動療育を行っております。児童発達支援の専用のフロアを用意してお待ちしております。

有
幼稚園・保育園・ご自宅

～本事業所～ご自宅

おやつ代・レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

療育の特色

幼稚園・保育園への送迎
（通所されていない方は休日の日課参照）
宿題
おやつ
レクリエーション
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
レクリエーション
昼食
レクリエーション
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

・ソーシャルスキルトレーニング(SST)
・感覚統合訓練
・集団療育
・運動療育

日・お盆・年末年始以外 9:00～18:00

0950100917

児童発達支援

ハッピーライフケア(株)

宇都宮市中戸祭町850-17

４８．グローバルキッズメソッド３１（新中戸祭店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒320-0052

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和3年12月1日

028-666-4488

028-666-4489
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

４９．アリスFamily Support

所在地

alicefs202201@kib.biglobe.ne.jp

３２１－０９３３

10名

令和4年1月1日

０２８－３０６１４５７

０２８－３０６１４５７

写

月曜日～土曜日 ９時～１８時

0950101196

児童発達支援

アリス　Family　Support株式会社

宇都宮市簗瀬町１４８－１

子どもと保護者のニーズに応じて、発達段階を踏まえ、スキル獲得できるように、それぞれのつまずき
を解消するため、TEACCH・ABA行動分析・感覚統合を取り組み、早期でそれぞれ持っている能力を
引き出し、つまずきを解消する。

有 特に制限してません

ありません

療育方針（力を入れていること）

生活全般において　個に応じたプログラムに取り組み、発語、コミュニケーション、問題行動改善など
療育的な支援を中心に行います。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

９：００　　来所　朝の会
９：２０　　感覚統合運動
９：５０　　休憩
10：００　個々の課題学習
10：50　休憩　おやつ
11：00　帰りの会

９：００　　来所　朝の会
９：２０　　感覚統合運動
９：５０　　休憩
10：００　個々の課題学習
10：50　休憩　おやつ
11：00　帰りの会

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

児童発達支援・グローバルキッズメソッド鶴田店ファンです。
・鶴田店ファンでは、運動療育を中心に活動しています。
・楽しく体を動かし、多様な動きを経験することができる大型遊具やグッズを導入しています。
・お子様の好奇心を活かしながら集団生活でのルールや、気持ちの表現の練習に取り組みます。

有
幼稚園・保育園・ご自宅

～本事業所～ご自宅

レクリエーション費用・食事代・おやつ代

療育方針（力を入れていること）

・ソーシャルスキルトレーニング（SST）
・感覚統合療法
・運動療法
・集団療育

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

幼稚園・保育園への送迎
（通所されていない方は休日の日課参照）
おやつ
レクリエーション
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
レクリエーション
昼食
レクリエーション
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色

日・お盆・年末年始以外 9:00～18:00

0950101204

児童発達支援

ハッピーライフケア（株）

宇都宮市鶴田町1430-1

５０．グローバルキッズメソッド５３（鶴田店ファン）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒320-0851

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和4年1月1日

028-680-4924

028-680-4925
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

５１．音楽療育どれみ

所在地

houdei.doremi@outlook.jp

〒321-0132

10名

令和4年2月1日

050-8883-6564

050-8883-6565

月曜日から土曜日 午前10時から午後6時30分

0950101220

児童発達支援

Halu合同会社

栃木県宇都宮市雀の宮1-19-19
福田ビル　201号室

・個別支援計画に基づき、未就学児の利用者様に就学・就園準備としての個別学習支援や日常生活訓練
を行います。
・午前中は、就園・就学準備クラスとして少人数のグループ療育も実施いたします。
・ピアノや各種楽器を使用した音楽療育を行います。利用者様に実際に楽器を演奏していただいたり、
発達支援リトミック等、音楽をツールとして脳の発達・身体機能・心の安定にアプローチする個別療育
です。
・療育ピアノ、発語リズム（音楽を用いて発語を促す言語支援）、英語療育、個別学習支援、ＳＳＴ
ミュージック（小集団活動）、リトミック等、利用者様一人一人に合わせた療育を提供いたします。

教材費

療育方針（力を入れていること）

・栃木県初の「音楽特化型療育」を提供いたします。
・ピアノや各種楽器を使用した音楽療育や発語に特化したプログラム、英語療育、発達支援リトミック
等、お子様に寄り添った完全オーダーメイド療育を行います。

平日 休日・長期休暇時

10：00～10：40　個別療育
（40分刻みで、原則１枠１名様の個別療育となります）

または、10：00～13：00　少人数グループ療育

13：00～以降は、通常通り
13：00～13：40
13：40～14：20
14：20～15：00
15：00～15：40　　　ご都合の良い時間をお選び頂きます
15：40～16：20
16：20～17：00
17：00～17：40
17：40～18：20

10：00～10：40　個別療育
（40分刻みで、原則１枠１名様の個別療育となります）

または、10：00～13：00　少人数グループ療育

13：00～以降は平日と同じシステムとなります。

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

５２．うつのみや児童発達支援事業所にこっとキッズ

所在地

〒321-0901

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和4年3月1日

028-660-2510

028-678-6900

月～金
９：００～１２：００

１３：００～１６：００

0950101238

児童発達支援

インターネット株式会社

宇都宮市平出町1777－3

療育方針（力を入れていること）

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

５３．グローバルキッズメソッド５８（城東店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒321-0935

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和4年4月1日

028-612-3537

028-612-3538

日・お盆・年末年始以外 9:00～18:00

0950101253

児童発達支援

ハッピーライフケア（株）

宇都宮市城東1-9-6

児童発達支援・グローバルキッズパーク城東店です。
・城東店では、作業療法士や言語聴覚士も在籍しており、個別療育や集団療育、太田ステージやKIDS
乳幼児発達スケールを用いたアセスメント等にも力を入れています。
・毎日異なるレクリエーションの提供とともに土曜、祝日には外出レクリエーションもご用意していま
す。

有
幼稚園・保育園・ご自宅

～本事業所～ご自宅

レクリエーション費用・食費（任意）・おやつ代

療育方針（力を入れていること）

・ソーシャルスキルトレーニング（SST）
・個別療育・集団療育・運動療法・言語療法・作業療法・学習支援

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

幼稚園・保育園への送迎
（通所されていない方は休日の日課参照）
おやつ
レクリエーション
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
レクリエーション
昼食
レクリエーション
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

児童発達支援・グローバルキッズパーク竹林店です。
・竹林店では、作業療法士が在籍しており個別療育、集団療育を中心に運動療育を交えながらお子様の
成長をサポートしています。
・太田ステージやKIDS乳幼児発達スケールを用いたアセスメント等にも力を入れています。
・室内人口芝の運動専用フロアを完備、ドイツ生まれのボール遊び教室「バルシューレ」を導入してい
ます。
・個室も用意しており、集中して療育に取り組めるよう設計しています。
・毎日異なるレクリエーションを提供し、様々なことにトライすることでお子様の「できた！」の経験
を一緒に増やしていきます。

有
幼稚園・保育園・ご自宅

～本事業所～ご自宅

レクリエーション費用・食費（任意）・おやつ代

療育方針（力を入れていること）

・ソーシャルスキルトレーニング（SST）
・感覚統合療法・作業療法・運動療法・個別療育・集団療育

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

幼稚園・保育園への送迎
（通所されていない方は休日の日課参照）
おやつ
レクリエーション
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
レクリエーション
昼食
レクリエーション
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色

日・お盆・年末年始以外 9:00～18:00

0950101261

児童発達支援

ハッピーライフケア（株）

宇都宮市竹林町1069-1

５４．グローバルキッズメソッド６３（竹林店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒321-0974

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和4年6月1日

028-678-8425

028-678-8426

62



事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

５５．ピース

所在地

mail@peace-llc.com

〒321-0925

10名

令和4年7月1日

028-666-8654

028-666-8654

月曜日～土曜日・祝日
①9：30～13：30
②園後～17：00
③9：30～10：30、10：40～11：40

0950101279

児童発達支援

PEACE（同）

宇都宮市東簗瀬1丁目31-6

ピースでは①コグトレ②音楽③食育の3本柱で療育・支援を行っています。
①コグトレ：認知機能トレーニング・認知作業トレーニング・認知ソーシャルトレーニングで構成。身
体面、学習面、社会面の3方向から困っている子どもを包括的に支援するプログラムです。ゲーム感覚
で楽しみながら年齢・発達段階に合わせたプログラムでサポートします。
②音楽：音楽を通し、自己実現を促すという表現や集中力の向上、不安の解消、QOL（生活の質）の向
上を目的とし計画的に音楽療育を行います。集団での音育や音過敏のお子さまにはイヤートレーニング
から始め、苦手な音を遠ざけるのではなく、音の正体を確かめ受け入れられるように支援します。
③食育：定期的におやつや昼食を皆で協力しながら作る食育活動を行います。調理ではなく「食育」の
観点から、自ら食材選びを行い、食材に触れ、調理機器の使用方法や洗浄の仕方を学び、食への関心を
高めます。

有 宇都宮市（その他ご相談下さい）

おやつ代50円/1日、昼食代（任意）、調理材料費、その他必要に応じて徴収

療育方針（力を入れていること）

障がい児保育、特別支援学級の経験を持つスタッフを中心にお子さまの課題と得意を認識し「やってみ
よう」を育み「できた！」という自信に繋がる発達の段階に合わせた支援を行います。子ども一人ひと
りの個性を尊重し認め合いながら協力し合える居心地の良いお子さまの居場所を提供させて頂きます。
お子さまとそのご家族に寄り添いながら、今だけでなく、5年後、10年後、またその先の将来を視野に
入れながら、子どもたちが社会の一員として生活できるように成長・自立をサポートしていきます。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

・ご自宅へお迎え（ルート順）
・健康チェック・荷物整理・排泄・手洗い・消毒
・はじまりの会
・個別療育
・集団療育
・昼食
・自由遊び
・読み聞かせ・終わりの会
・送迎出発・保護者様お迎え
※午前中、完全個別療育（1時間送迎有り）、園後
などの都合に合わせてご利用頂けます。

・ご自宅へお迎え
・健康チェック・荷物整理・排泄・手洗い・消毒
・はじまりの会
・認知トレーニング
・施設外活動、クッキング等
・昼食
・読書・コグトレ
・おやつ
・その日のプログラム（個別・集団療育）
・自由遊び・読み聞かせ・終わりの会
・送迎出発・保護者様お迎え

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

入室
はじまりの会
集団活動
休憩
個別課題
自由あそび
かえりの会
退出

※場合により、内容等を変更する場合があります。

お子様の発達段階を考慮しながら、
「えんぴつ書写」「音楽療育」を行います。

※詳しい内容は当事業所まで
お問い合わせください。

療育の特色★Dream Kids オリジナルプログラム★

『えんぴつ書写』
　文字を書くのが初めてのお子さまにも、専門スタッフがえんぴつの持ち方から丁寧に支援いたします。
　「ひらがなかきかたコンクール」に出品することで、お子さまのやる気と自信を引き出します。

『音楽療育』
　音楽との楽しいふれあいを通して、お子さまの個性豊かな「表現力」を伸ばします。

※その他、お子さまの発達段階に応じて個別のプログラムもご提供いたします。
※詳しくは、当事業所までお問い合わせください。

所在地

【おやつ代￥50/日】【昼食代￥500/日※任意】【その他　活動（レク費）等】

療育方針（力を入れていること）

夢に向かって　お子様の「できたっ！」を育む療育をご提供いたします。

一日のスケジュール（場合によって内容等を変更する場合があります）

平日 木曜日午後

dkids.star@gmail.com

月曜日～金曜日
平　日：10：00～12：00
木曜日：15：00～17：00

宇都宮市内※要相談

株式会社ドリーム

〒321-0934

宇都宮市簗瀬4丁目22-11

028-307-6525

028-306-2917

５6．Dream Kids簗瀬店

0950101287

児童発達支援

10名

令和4年8月1日

要相談
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

・児童発達支援の個別の部屋が完備（ボルダリング・ボールプール・ボーネルンドの玩具）されている
ので、小さなおこさまも安心・安全。
・リトミック、オリジナル学習教材で、伸び伸びを支援を行います。
・行動療法を取り入れた支援を行っています。

有 宇都宮市内

おやつ代100円/日

療育方針（力を入れていること）

子どもたちが「こころ」と「からだ」で感じることを大切にしています。「体験」し、「体感」し、
「体現」することをテーマにして、その中で得たものを糧として、自立できるようにサポートしていき
ます。また、運動療育・生活訓練・音楽療法（リトミック）、SST、創作活動、個別療育を行っていま
す。　　　　　　　　　　　　　　施設は、オルゴールが流れていて、子どもたちがワクワクする空間
です。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

幼稚園・保育園の送迎または、保護者様送迎
おやつ
レクレーション
個別療育
ご自宅への送迎または、保護者様送迎

ご自宅への送迎または、保護者様送迎
レクレーション
昼食
余暇
レクレーション
おやつ
個別療育
ご自宅への送迎または、保護者様送迎

療育の特色

月曜日から土曜日・祝日
平日　10：00～17：00

土曜日・祝日　9：30～15：30

0950101295

児童発達支援

(株)インクルーシブ

宇都宮市元今泉７－９－１０

５７．パプリカキッズラボ

所在地

info@paprika-kids.com

〒321-0954

10名(児発と方デイ合わせて10名）

令和4年9月1日

028-666-8502

028-666-8503
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

５8．放課後等デイサービス　ウィズ・ユー宇都宮瑞穂

所在地

wy.utsunomiyamizuho@outlook.jp

〒321-0921

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和4年12月1日

028-666-8454

028-666-8464

月曜日から土曜日 午前１０時～午後4時

0950101329

児童発達支援

株式会社　N

宇都宮市瑞穂１丁目16-9

・楽しい遊びや活動を通して、失敗・成功体験を積み、意欲とコミュニケーション力・自立心を育てる
　ために必要な療育を心がけています。
・個々の特性を把握し、個別の支援計画に基づく日常生活・社会適応支援を実施しています。
・家庭における障がいのあるお子さまへの関わり方・育て方を指導し、保護者様の支援を行います。
・送迎は、お子さま・保護者様のご要望に応じて対応します。お子さまの入退室をメールでお知らせす
　る安心の連絡システムを導入しています。
・週１回からのご利用も可能です。お子さまのペースに合わせて療育を行います。

有 宇都宮市内・上三川町内

おやつ代・遠足参加費など

療育方針（力を入れていること）

何らかの困りごとのある就学前のお子さま(知的障害、発達障害のあるお子さま)に、日常生活の支援や
保育園、幼稚園のように遊びや学びの場を提供します。多様なプログラムを準備し、保護者様のお声に
も耳を傾け、関係各所様と連携し、お子さまのペースに合わせて支援を行います。「楽しく・笑顔で・
幸せに」毎日過ごしましょう。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

10:00　送迎～来所・健康チェック・排泄
　　　　個別支援等
11:30   排泄・手洗い等
12:00　昼食(お弁当持参)・歯磨き
13:00　自由遊び等(都度排泄お声かけ)
15:00   おやつ
15:30   帰りの会・排泄
16:00   お自宅へ送迎

10:00　送迎～来所・健康チェック・排泄
　　　　個別支援等
11:30   排泄・手洗い等
12:00　昼食(お弁当持参)・歯磨き
13:00　自由遊び等(都度排泄お声かけ)
15:00   おやつ
15:30   帰りの会・排泄
16:00   お自宅へ送迎

療育の特色
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医 療 型 児 童 発 達 支 援 

 

医療型児童発達支援センター 

１．宇都宮市子ども発達センターかすが園・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６８ 

２．栃木県立リハビリテーションセンターこども発達支援センター・・・・・・・ ６９ 
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

医療型児童発達支援センター

・肢体不自由児や医療的ケアの必要な概ね３歳以上で就学前のお子さまに，個別指導やグループ指導を
とおして社会適応に向けた療育を行います。
・お子さまの課題と保護者の意向を把握し，個別の支援計画を策定します。個別の支援計画に基づき，
日常生活・社会適応指導を実施します。
・親子通園を通して，保護者の方と一緒に楽しみながら感覚・運動発達促進やコミュニケーション能力
の向上を図っています。
・専門職による個別訓練のほかに，音楽療法や温水プールによる水訓練を実施し，心身のリラクゼー
ション，呼吸，循環器能力を高めるなどの支援を行っています。
・併設されている保育園や子育てサロンと年間を通して様々な交流活動を行い，お互いの人格と個性を
尊重し相手を思いやる，ノーマライゼーションを推進しています。
・年長児に対し単独通園を実施し，就学に向けた移行支援を行います。

有 宇都宮市内（バスコースの範囲内）

給食費・遠足参加費等

療育方針（力を入れていること）

療育目標
　元気な子になろう
　みんなと遊べる子になろう

かすが園は，一人ひとりの状況に応じた療育プログラムを基に，様々な生活体験や楽しい遊びを通し，
「子どもの育つ力」を育む療育を提供します。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

  8：00   延長療育（※利用要件あり）
  9：30　登園・健康チェック
10：00　朝の会・水分補給・排泄
        　　 グループ指導（プール・水あそび・散歩・
       　　  戸外あそび・製作・運動あそびなど）
11：30　排泄・手洗い・給食準備
11：45　給食・後片付け・歯磨き
12：45　自由あそび・休息
13：30　個別指導・グループ指導
14：15　排泄・手洗い・おやつ
14：30　帰りの会
15：00　降園

療育の特色

月曜日から金曜日
　　午前９時３０分から午後３時
　　※午前８時から９時３０分の
　　　延長療育（利用要件あり）

0950100032

医療型児童発達支援

宇都宮市

宇都宮市鶴田町970番地1

１．宇都宮市子ども発達センターかすが園

所在地

u19040500@city.utsunomiya.tochigi.jp

〒320-0851

２0名

平成24年4月1日

028-647-4710

028-647-4715
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

２．栃木県立リハビリテーションセンター  こども発達支援センター

所在地

riha-tsuuen@tochigi-riha.jp 

〒320-8503

30名

平成30年4月1日

028-623-6128

028-623-6129

通園日を週３回とし、利用者の年齢や発達の
状況等によりグループ分けし、そのグループ
ごとに通園日を決めています。

午前１０時～午後２時

0950100677

医療型児童発達支援

地方独立行政法人
栃木県立リハビリテーションセンター

宇都宮市駒生町3337-1

・保護者の方にも一緒に通園していただき、障がいに対する理解を深めるとともにお子さんとの関わり
方を学んでいただくことで、家庭生活においても適切な療育が行われるよう支援しています。
・医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理職及び保育士の各スタッフが、連携して
お子さんの発達支援に携わります。
・毎月の行事や学習会を通じて、通園している間に障がいへの理解や保護者間のつながりも深まりま
す。

無

食費については、実際の利用に応じた実費をお支払いいただきます。

療育方針（力を入れていること）

　お子さんの発達状況に応じた目標を設定し、集団指導や個別訓練での職員やお友達などとの関わりを
通して、一人ひとりの発達を促すことを目指しています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

　９：４０～　登園、排泄
１０：００～　一斉保育（あいさつ、呼名、手遊び体操等）
１０：４０～　水分補給
１１：００～　課題保育（指導計画により実施）
１１：３０～　昼食
１２：３０～　後片付け、歯磨き、排泄
１３：００～　課題保育（指導計画により実施）
１３：４５～　お帰りの会、降園準備　排泄
１４：００　　降園

※　指導計画により、個別指導（PT,OT,ST,心理）を行いま
す。

（登園なし）

療育の特色
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放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 

 

１．はぴねす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７３ 

２．指定障害福祉サービス事業所ＪＯＹみゆき・・・・・・・・・・・・・・ ７４ 

３．グローバルキッズメソッド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７５ 

４．あいサポートチューリップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７６ 

５．グローバルキッズメソッド２・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７７ 

６．ライフキッズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７８ 

７．グローバルキッズメソッド４・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７９ 

８．ウィズ ユー うつのみや・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８０ 

９．運動学習指導教室トータスジュニア・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８１ 

１０．ハッピーテラス南宇都宮教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８２ 

１１．こぱんはうすさくら下戸祭教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８３ 

１２．たいよう本舗 すいせい組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８４ 

１３．運動療育センター こどもプラス宇都宮・・・・・・・・・・・・・・・ ８５ 

１４．キッザスオハナ宮原・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８６ 

１５．放課後等デイサービス事業所 まあむ・・・・・・・・・・・・・・・・ ８７ 

１６．放課後等デイサービス事業所 奏・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８８ 

１７．うりずん ※主たる障がい：重症心身障がい児・・・・・・・・・・・・ ８９ 

１８．エスポワール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９０  

１９．グローバルキッズメソッド 9・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９１ 

２０．こぱんはうすさくら細谷教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９２ 

２１．放課後等デイサービス絆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９３ 

２２．みのりの杜キッズスクール 今泉・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９４ 

２３．パレット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９５ 

２４．キッザスオハナ西大寛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９６ 

２５．チャイルドサポート輝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９７ 

２６．こどもサポート教室「きらり」宇都宮校・・・・・・・・・・・・・・・ ９８ 

２７．グローバルキッズメソッド１２・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９９ 

２８．就労準備型放課後等デイサービス トータスミドル・・・・・・・・・・１００ 

２９．ほしぞらキッズジム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０１ 

３０．グローバルキッズメソッド１４・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０２ 

３１．フレンズジム南宇都宮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０３ 

３２．こどもサークル宇都宮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０４ 

３３．グローバルキッズメソッド１５・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０５ 
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３４．サニーハート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０６ 

３５．こどもスタジオ バンビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０７ 

３６．こぱんはうすさくら下荒針教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０８ 

３７．グローバルキッズメソッド１７・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０９ 

３８．Ｓｐａｒｋさつき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１０ 

３９．ふらっと宇都宮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１１ 

４０．ふらっと宇都宮ゆう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１２ 

４１．グローバルキッズメソッド１８・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１３ 

４２．運動療育センター こどもプラス宇都宮北・・・・・・・・・・・・・ １１４ 

４３．ライフキッズ ＲＡＩＮＢＯＷ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１５ 

４４．めばえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１６ 

４５．グローバルキッズメソッド２１・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１７ 

４６．放課後等デイサービス なないろキッズＳｍｉｌｅ・・・・・・・・・ １１８ 

４７．こどもサポート教室「きらり」宇都宮海道校・・・・・・・・・・・・ １１９ 

４８．放課後等デイサービス ポコアポコ・・・・・・・・・・・・・・・・ １２０ 

４９．エスポワール２・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２１ 

５０．キッザスオハナ江曽島・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２２ 

５１．サニーハート 宝木・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２３ 

５２．フレンズ東町・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２４ 

５３．グローバルキッズメソッド２５・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２５ 

５４．グローバルキッズメソッド２６・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２６ 

５５．グローバルキッズメソッド２７・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２７ 

５６．ちゃれんじ細谷店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２８ 

５７．グローバルキッズメソッド２８・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２９ 

５８．Ｓｔｕｄｙ Ｂａｍｂｉ鶴田教室・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３０ 

５９．ソフィアキッズ教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３１ 

６０．サニーハート岩曽 ※主たる障がい：重症心身障がい児・・・・・・・ １３２ 

６１．グローバルキッズメソッド３１・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３３ 

６２．Ｓｔｕｄｙ Ｂａｍｂｉ泉ヶ丘教室 ・・・・・・・・・・・・・・・ １３４ 

６３．グローバルキッズメソッド３３・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３５ 

６４．グローバルキッズメソッド３６・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３６ 

６５．ＡＮＤＹ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３７ 

６６．コペルプラス 宇都宮駅前教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３８ 

６７．サニーハート 西・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３９ 

６８．こぱんはうすさくら 宝木教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４０  

６９．グローバルキッズメソッド３７・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４１ 
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７０．グローバルキッズメソッド３８・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４２ 

７１．こどもスタジオバンビ 西川田・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４３ 

７２． 初の一歩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４４ 

７３．医療法人さゆき会 ｃｈｏｕｃｈｏｕ・・・・・・・・・・・・・・・ １４５ 

７４．ちゃれんじ松原教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４６ 

７５．ピルエット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４７ 

７６．個別療育 ＫＩＤＳＲＯＯＭ 宇都宮・・・・・・・・・・・・・・・ １４８ 

７７．グローバルキッズメソッド４２・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４９ 

７８．キャンバス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５０ 

７９．グローバルキッズメソッド４３・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５１ 

８０．グローバルキッズメソッド４４・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５２ 

８１．グローバルキッズメソッド４６・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５３ 

８２．ちゃれんじ元今泉教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５４ 

８３．放課後等デイサービス 希望の森・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５５ 

８４．サニーハート 陽北・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５６ 

８５．アリス Family Support・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５７ 

８６．グローバルキッズメソッド５３・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５８ 

８７．放課後等デイサービスわんすてっぷ・・・・・・・・・・・・・・・・ １５９ 

８８．音楽療育どれみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６０ 

８９．カノアス FC 平松本町・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６１ 

９０．グローバルキッズメソッド５８・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６２ 

９１．コペルプラス宇都宮いちょう通り教室・・・・・・・・・・・・・・・ １６３ 

９２．グローバルキッズメソッド６３・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６４ 

９３．ピース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６５ 

９４．うつのみや児童発達支援事業所にこっとキッズ・・・・・・・・・・・ １６６ 

９５．Dream kids 簗瀬店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６７ 

９６．パプリカキッズラボ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６８ 

９７．スリールラボ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６９ 

９８．サカフル宇都宮店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７０ 

９９．放課後等デイサービス ウィズ・ユー宇都宮瑞穂・・・・・・・・・・ １７１ 
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

・障がいのある子どもたちが放課後や夏休みなどの長期休暇中を安全に楽しく過ごしながら、自分の
ペースで成長し、社会に出るためのお手伝いをします。
・普段の生活、お友達との関係、先生との約束など普通の場面の中で社会性や自立性を身につけていけ
るよう、職員全体で対応していきます。
・保護者の方と相談し、支援計画を作成し、学校や関係機関とも連携しながら、1人ひとりに合った目
標を設定します。そして、子どもたちがのびのびと目標を達成できるような雰囲気づくりをしていきま
す。
・詳しくは，はぴねすブログをご覧ください。https://ameblo.jp/live-happiness2018

有 宇都宮市内

おやつ代（1日50円）その他必要に応じて調理実習費などを徴収

療育方針（力を入れていること）

・いつも笑顔で楽しく過ごすことをモットーに安心できる場所を作る。
・集団活動を通して、コミュニケーション能力や協調性を身につける。
・基本的な生活の自立や、社会的スキルの向上など将来の自立に向けた生活習慣の習得を行う。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

13:00～　学校お迎え
15:10～　健康チェック・荷物整理・検温・排泄
15:30～　おやつ・宿題・散歩など，
　　　　　個人に合った活動・集団活動
　　　　　(ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・おやつ作り・運動・ﾘﾄﾐｯｸ)
16:30～　掃除(雑巾がけ・食器洗い・ごみ捨て)
16:50～17:00　帰りの会
　　　　　ご自宅への送迎・保護者様のお迎え

8:30　ご自宅へのお迎え・健康チェック・
　　　　荷物整理・検温・自由時間
10:30～朝の会（挨拶・季節の歌・体操等）
11:00～各個人の課題
　　　（宿題・ﾌﾟﾘﾝﾄ学習・作業学習・運動など）
12:00～昼食（お弁当持参）
13:00～自由時間（散歩・夏休みは水遊びなど）
15:00～おやつ
15:30～工作・運動・ﾘﾄﾐｯｸ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ等
16:30～掃除（雑巾がけ・食器洗い・ごみ捨て）
16:50～17:00　帰りの会
　　　自宅への送迎・保護者様のお迎え
 ※お花見や遠足、工場見学、季節の行事などのｲﾍﾞ
ﾝﾄもあります！

療育の特色

毎週月曜日～金曜日
１３：００～１７：００

長期休暇期間は８：３０～１７：００

0950100016

放課後等デイサービス

(有)Live

宇都宮市御幸本町4880-4

１．はぴねす

所在地

hapi2013@wj8.so-net.ne.jp

〒321-0983

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成25年4月1日

028-689-9119

028-689-9119
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

２．指定障がい福祉サービス事業所ＪＯＹみゆき（休止中）

所在地

info@miyukinomori.or.jp

〒321-0971

10名

平成26年4月1日

028-613-5210

028-660-5401

毎週月曜日～金曜日
９：００～１７：００

１４：００～１７：００

0950100099

放課後等デイサービス

（福）みゆきの杜

宇都宮市海道町44-1

　
・中等部、高等部のご利用者様にお勧めのメニューとして、働く場(食品工房、農場、野菜の出荷、簡
　単な作業など)の訓練を体験できます。祭日や長期休暇を始め、早めの下校時間等を利用して、幅広
　い社会体験をお勧めします。(要予約)
・高等部卒業後も併設の事業所への通所につながっています。
・長期休暇時にはショートステイ体験でお泊り体験や夜のレクリエーションプログラムを実施します。
　また、金曜日に宿泊し、翌日の17時まで併設の日中一時支援事業所を利用していただくことも可能
　です。

応相談 近隣地域

給食代（450円），その他必要に応じて

療育方針（力を入れていること）

・保育士、作業療法士、看護師、精神保健福祉士等が交代で一人ひとりの支援を長期的な視点で見守り
ます。
・一人一人の特性に合わせた支援を行っています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

　　１４：００～　送迎にて通所
　　１５：００～　健康チェック　着替えなど
　　　　　　　　　宿題など
　　　　　　　　　プログラム活動
　　１７：００～　順次帰所（送迎）
　

　　９：００～　　通所
　　　　　　　　　健康チェック
　　１０：００～　プログラム活動
　　１２：３０～　昼食（給食有）
　　１３：３０～　午後のプログラム活動
　　　　　　　　　おやつ等（無料）
　　１７：００～　順時帰所（送迎）

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

・グローバルキッズメソッドの 初の事業所「岩曽店」としての支援の歴史があり、お子様ひとりひと
り丁寧に支援することが出来ます。
・月に1度配布されるレクリエーションカレンダーをベースに運動、学習、外出、工作等様々な活動を
行ってます。
・ASA旭出式社会適応スキル検査を元に児童の療育を行っています。
言語、日常生活、社会生活、対人関係 の4つのスキルを構成する32の下位領域の発達が、平均以上で
あるかわかるのが特徴です。希望に応じて外部の臨床心理士に評価を依頼して出すことも出来ます。リ
ニューアルを行いました。

有 学校～本事業所～ご自宅

おやつ代・レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・ソーシャルスキルトレーニング(SST)
・学習支援
・個別療育
・集団療育

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校への送迎
宿題
おやつ
レクリエーション
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
レクリエーション
昼食
レクリエーション
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色

お盆・年末年始以外
平日10:00 19:00

土・日・祝：8:00 18:00

0950100107

放課後等デイサービス

ハッピーライフケア(株)

宇都宮市岩曽町1377-47

３．グローバルキッズメソッド（岩曽店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒321-0973

10名

平成26年7月1日

028-689-8580

028-689-8581
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

４．あいサポートチューリップ

所在地

sk9nr6@bma.biglobe.ne.jp

〒320-0074

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成26年9月1日

028-678-8155

028-678-8159

毎週月曜日～土曜日 10：30～17：30

0950100115

放課後等デイサービス

(有)佐宗屋

宇都宮市細谷町574-5
サンハイツアーデルⅡ 101,102

・児童発達支援と放課後等デイの複合のため、小さい子にも優しくできるよう指導しています。
・交通安全教室を２か月に1回行い、交通事故から身を守れるよう指導しています。
・買い物支援や調理支援を行い、生活に役立つスキルの指導を行っています。
・運動能力向上を目指してリトミックで全身運動を行っています。
・コミュニケーション能力向上を目指してビジョントレーニングやSSTを行っています。
・休日や長期休みの時は色々な所にお出かけしています。（トコトコ大田原、とちのきファミリーラン
ドなど）

有 宇都宮市全域

おやつ代　1日100円（その他外出時等必要に応じて徴収しています）

療育方針（力を入れていること）

①食事のマナー、着替えなど身辺の自立ができるように支援します。
②学習指導、手先のトレーニング、買い物支援などで生活できる力を身に付けます。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

　   　　～14：30　送迎により登園
14：30～14：40　健康チェック（検温）
14：40～15：30　各自学習
15：30～16：30　集団活動
                          　（おやつ、外出、リトミック）

16：30～17；00　屋内活動　（歌、紙芝居）
17：00～17：30　帰りの会
17：30　　　　　　降園

　　　   ～10：30　送迎により登園
10：30～10：40　健康チェック（検温）
10：40～12：00　各自学習　、トレーニング
12：00～13：00　昼食
13：00～16：00　屋外活動
16：00～17：00　屋内活動（歌、紙芝居）
17：00～17：15　帰りの会
17：30　　　　　　降園

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

放課後等デイサービス・グローバルキッズメソッド御幸店です。
・御幸店では、月に一度レクリエーションのカレンダーを郵送しています。 毎日、多種多様なレクリ
エーションを行っており、子ども達が様々な事に楽しんで挑戦できるようにスタッフがサポートしてい
ます。
・レクリエーションの他に個々の課題にも挑戦できる時間を作り、児童１人１人のスキルアップを目指
しています。また、コミュニケーションの時間を大切にしています。
・アットホームな雰囲気の事業所です。

有 学校～本事業所～ご自宅

おやつ代・レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・お子様ひとりひとりに向き合い、楽しんで学ぶことで個人のスキルを向上させていきます。
・ソーシャルスキルトレーニング(SST)
・学習支援
・個別療育
・集団療育

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校への送迎
宿題
おやつ
レクリエーション
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
レクリエーション
昼食
レクリエーション
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色

お盆・年末年始以外
平日10:00 19:00

土・日・祝：8:00 18:00

0950100131

放課後等デイサービス

ハッピーライフケア(株)

宇都宮市御幸町293-5

５．グローバルキッズメソッド２（御幸店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒321-0984

10名

平成26年11月1日

028-689-9873

028-689-9874
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

・障がいのある子どもを持つ、パパとママが運営に携わっている事業所です。
・通所受給者証に記載されている負担上限月額以外はかかりません。（おやつ代，製作費，入場料，入
園料，乗り物代などもかかりません）
・活動内容のSST（ｿｰｼｬﾙｽｷﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ）学習支援（毎日個別支援）社会科見学（工場，県庁など）体験
学習（買い物，外食，イチゴ狩り，合同BBQなど）運動支援（プール，ダンス，リトミック，3B体操
など）創作活動（季節ごとの製作など）調理実習など色々行っています。

有
宇都宮市及び鹿沼市

(但し自動車送迎30分圏内とする)

無し

療育方針（力を入れていること）

・子供達に本気で向き合い、一緒に笑い・喜びながら個々の特性に応じた支援を行う。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

　　下校時間　～　学校お迎え
　　１５：３０～　課題勉強
　　１６：００～　おやつ
　　１６：３０～　個別活動
　　１７：００～　集団活動
　　１７：２０～　帰りの準備
　　１７：３０～　ご自宅送り

　　８：００～　自宅お迎え・個別活動（室内）
　１０：００～　課題勉強
　１２：００～　昼食（買い物体験・外食体験）
　１３：００～　個別活動（屋外）
　１５：００～　おやつ
　１５：３０～　個別活動（室内）・集団活動
　１７：３０～　ご自宅送り

療育の特色

毎週月曜日～土曜日
月～金　14：30～17：30
土・祝日10：00～16：00

0950100149

放課後等デイサービス

(株)ユナイテッドスターツ

宇都宮市駒生町832-29
レジデンス中村106

６．ライフキッズ

所在地

lifekids01@yahoo.co.jp

〒320-0065

10名

平成27年5月1日

028-650-5480

028-650-5481
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

放課後等デイサービス・グローバルキッズメソッド上戸祭店です。
・上戸祭店では、月に1度配布されるレクリエーションカレンダーをベースに運動、学習、外出、工作
等様々な活動を行ってます。
・ASA旭出式社会適応スキル検査を元に児童の療育を行っています。
言語、日常生活、社会生活、対人関係 の4つのスキルを構成する32の下位領域の発達が、平均以上で
あるかわかるのが特徴です。希望に応じて心理士が評価をして出すことも出来ます。
・ひとり暮らしを想定した環境で、電化製品の使用や家事を中心に身辺自立に力を入れております。メ
インフロアとは別に、訓練専用フロアがあります。ご褒美も用意して家事等が嫌にならないような工夫
も行ってます。

有 学校～本事業所～ご自宅

おやつ代・レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・身辺自立の為、本物の電化製品も使用して家事等の練習を行います。一人暮らしを想定した環境をご
用意しております。練習後にはご褒美を用意して、お子様が楽しく技術を身に付けていけるようにした
いと考えてます。
・ASA旭出式社会適応スキル検査を元に児童の療育を行っています。
・ソーシャルスキルトレーニング(SST)・学習支援・集団療育

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校への送迎
宿題
おやつ
レクリエーション
生活訓練
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
レクリエーション
昼食
レクリエーション
生活訓練
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色

お盆・年末年始以外
平日10:00 19:00

土・日・祝：8:00 18:00

0950100156

放課後等デイサービス

ハッピーライフケア(株)

宇都宮市上戸祭町246-1

７．グローバルキッズメソッド４（上戸祭店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒320-0051

10名

平成27年7月1日

028-688-8758

028-688-8759
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

・日々の放課後の活動も基本的には、屋外に出て公園などで活動します。体を動かす事で、心地良い疲
労感と健やかな成長を促します。
・休日は一日を有効に使い、アクティブな活動をしています。夏にはBBQや魚釣り、冬にはスケートな
ど、季節を感じられる”レクリエーション”の中で、子供たちに『ワクワク！ドキドキ！』を経験して
もらうことをモットーに活動しています。
・毎日のおやつや休日の食事は、基本的に手作りにこだわっています。料理やおやつ作りを手伝っても
らうことで、食に興味を持ち、偏食の無い、豊かな食生活を目指しています。

有 宇都宮市内

昼食代　350円/1食　　おやつ代　100円/日

療育方針（力を入れていること）

〇家庭とも学校とも違う第３の場所で、幅広い年齢の子供たちがいるコミュニティの中で、様々な活動
を通し、コミュニケーション能力を育みます。
〇日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

   ～１５：００　お迎え（入室）
　　　　　　　　健康チェック・検温
　　　　　　　　自由時間(宿題、おやつ作り等)
　１５：３０～　おやつ
　１６：００～　活動
　１７：１０～　帰りの会
　１７：３０～　送り（退室）

   ～１０：００　お迎え（入室）
　　　　　　　　健康チェック・検温
　　　　　　　　午前の活動
　１２：００～　昼食
　１３：００～　午後の活動
　１５：００～　おやつ
　１５：３０～　自由時間（帰り準備）
　１６：００～　送り（退室）

療育の特色

毎週月曜日～土曜日、祝祭日
長期休暇(夏、冬休み等）

平日　13：30～17：30
休日・長期休暇　10：00～16：00

0950100164

放課後等デイサービス

ケアサポートとちの花（同）

宇都宮市錦2-4-1
ファミリオナカハラ101

８．ウィズユーうつのみや

所在地

with_you_muto＠yahoo.co.jp

〒321-0967

10名

平成27年8月1日

028-612-7038

028-307-2004
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

・トータスジュニアでは運動，学習，あそびを通じて様々な体験、人との交流などから「できた！」と
いう成功体験を数多く提供し、日常生活における基本動作や考えること、挑戦すること、コミュニケー
ションの楽しさを伝えます。
・「できなかったことが出来るようになる」という成功体験を数多くすることで、こどもに自信がつき
ます。運動と学習で脳を活性化、お子様の自立支援を目指します！
・ホームページ：https://www.tortoise h.jp

有
宇都宮市内

※事業所より片道30分圏内ですが距離に
応じて要相談

・教材費350円/月　・おやつ代54円/利用一回　・連絡帳130円/必要に応じて
・その他、レクリエーション等必要に応じて

療育方針（力を入れていること）

学校生活に必要な集団生活能力、自立支援を運動×学習「脳トレ」で全力サポートいたします！個別・
小集団・大集団とお子様に合わせた、運動と学習面、生活面のサポートを関係機関と連携を図り、お子
様の学校生活をサポート致します！

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

　
月～金15:30～17:30
送　迎
14:00～　　受け入れ、日課準備、余暇活動、
15:55～　　学習支援(国語・漢字・算数・スキルを使
用)
16:10～　　おやつ
16:35～　　日課(トータス独自の専門的プログラム)
17:15～　　月の運動(コーディネーション運動、協応
動作の成長プログロム等)
17:30～　ホームルーム(一日の反省)・帰り準備・送迎

　
土曜日・長期休み期間
9:00～　　  送　迎
10:00～　　受け入れ、日課準備
10:40～　　日課(トータス独自の専門的プログラム)
11:30～　　休　憩
11:45～　　学　習(国語・漢字・算数・スキルを使用)
12:00～　　お昼ご飯
13:20～　　月の運動(コーディネーション運動)
13:40～　　学　習(国語・漢字・算数・スキルを使用)
14:00～　　レクリェーション活動(※月の保護者便りに詳細が出ま
す)
15:30～　　おやつ
15:50～　　ホームルーム　帰り準備
16:00～　　帰り

療育の特色

毎週月曜日～土曜日(木曜日運動コー
ス)

平日15:30～17:30(下校時間に合わせ)
学校休業日9:00～16:00

0950100214

放課後等デイサービス

（福）幸知会

栃木県宇都宮市下栗町721-1

９．運動学習指導教室トータスジュニア

所在地

tjr02012016@gmail.com

〒329-0923

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成28年2月1日

028-612-2552

028-612-2562
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

１０．ハッピーテラス南宇都宮教室

所在地

minami-utsunomiya@happy-terrace.com

〒320-0842

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成28年2月1日

028-680-6812

028-680-6813

月曜日～土曜日（日・祝日休）
平日　１３：３０～１９：３０

土・長期休暇　９：００～１７：００

0950100222

放課後等デイサービス

マストー商事(株)

宇都宮市京町11-18
マックスさくらビル101

・ハッピーテラスは全国に120教室以上を展開するフランチャイズであり、3000人以上の児童特性
データから考案されたプログラムを活用し、お子様の興味や能力に合わせてアレンジした教材をご提供
しています。
・個別支援計画書については、法定の6ヶ月ではなく3ヵ月に1度見直しを行い、その都度保護者様と面
談をさせていただきます。教室での様子や成長・変化を細かくお伝えするとともに、ご家庭や学校での
様子についても共有をさせていただきます。
・日々のトレーニングやイベント内容、教室ブログ等はQRコードから
ホームページをご覧ください。

有 相談いたします

外出イベント時の交通費・入場料等
（必要時のみご請求）

療育方針（力を入れていること）

・グループワークによる楽しいトレーニングを通して、コミュニケーション能力の育成を目指します。
ご相談により個別トレーニングも行っています。子供たち一人ひとりの発達課題に対応したプログラム
を組み立て、ソーシャルスキルトレーニングを中心とした療育を通じて、子ども達が社会で生きていく
力を伸ばし、自己肯定感を高めていきます。もちろん楽しいイベント（工作、料理、お出掛け等）も盛
り沢山です。
・「子どもは絶対成長する！」という信念を持ち、「自信」を持たせながら将来的な自立へ向けた支援
を行ってまいります。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

　13:30～16:30　余暇時間
   16:30～17:00　トレーニング（１コマ目）
　　　（休憩１０分）
　17:10～17:40　トレーニング（２コマ目）
　　　（休憩１０分）
　17:50～18:20　トレーニング（３コマ目）
          （週に1コマ中高生講座を行っています）
   18:２0～19:30　余暇時間
 
   ※水曜日は30分前倒しの、16:00～トレーニング開
始となっています。

  　9:00～10:30　余暇時間
　10:30～11:00　トレーニング（午前１コマ目）
　11:10～11:40　トレーニング（午前２コマ目）
　11:40～14:00　お昼休憩
　14:00～14:30　トレーニング（午後１コマ目）
　14:40～15:10　トレーニング（午後２コマ目）
　15:20～15:50　トレーニング（午後３コマ目）
　15:50～17:00　余暇時間

※ 各トレーニング間の休憩１０分、イベント開催時な
どは変更の場合あり

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

　　　　来所
　　　　健康観察・検温
　　　　宿題・課題等
　　　　自由あそび
　　　　おやつ
　　　　野外活動・月間カレンダーに基づく活動
　　　　音楽活動・ダンス等
　　　　送迎

　　　　来所
　　　　健康観察・検温
　　　　課題
　　　　自由あそび
　　　　昼食
　　　　野外活動・月間カレンダーに基づく活動
　　　　音楽活動・ダンス等
　　　　送迎

療育の特色

・個別課題を設け、知力や集中力の向上を図っています。
・野外活動を積極的に取り入れ、体を使った運動あそびを推奨しています。
・音楽活動（リトミック等）としてダンスを行い、情緒表現力の向上を目指しています。

所在地

おやつ代（1回50円）その他必要に応じて創作活動費・課題活動費を徴収

療育方針（力を入れていること）

早期療育指導を必要とされる児童に対し、日常生活における基本動作の指導を行い、発達の助長を目的
としています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

年末年始　休業
平日12:00～18:00
休日10:00～16:00

有 宇都宮市　鹿沼市

(株)日本メディカルサービス

〒320-0055

宇都宮市下戸祭2-9-1

028-689-8824

028-678-8609

１１．こぱんはうすさくら下戸祭教室

0950100230

放課後等デイサービス

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成26年2月1日
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

・自分で作ったものを味わう楽しさ、料理が完成した時の達成感など料理は自己効力感の向上につなが
る要素がつまっています。料理を作ることは、ただ作るだけでなく、「材料を買いそろえる」「道具を
準備する」「洗いもの、片付け」という過程も当然ありますから、生活能力全般の向上にも繋がりま
す。また、材料をカットする過程や料理の手順は、「ワーキングメモリー」と「手先の細かい作業」の
どちらもトレーニング出来ます。その為の専用キッチンを配置しました。
・ホームページ⇒http://palaid.com.jp

有 宇都宮市・鹿沼市

おやつ代（50円／1食）、昼食提供材料費（500円／1食）

療育方針（力を入れていること）

・個別性を重視しつつも、食育に特に力を入れています。本格的なキッチンと広いスペースを活用し、
調理や食べる事を通して生活全般の能力と自己効力感の向上を図っております。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

14：30～　　宿題・学習

15：00～　　おやつ作り

15：30～　　おやつ・片付け・食器洗い

16：00～　　全体・個別活動

10：00～　　昼食提供調理実習

12：00～　　昼食

13：00～　　片付け・食器洗い

14：00～　　外出

療育の特色

毎週月曜日～土曜日（祝日を除く） 9：30～17：30

0950100255

放課後等デイサービス

パルエイド(株)

宇都宮市鶴田町1973-18

１２．たいよう本舗すいせい組

所在地

info@palaid.co.jp

〒320-0851

10名

平成28年3月1日

028-612-4531

028-612-4532
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

１３．運動療育センター　こどもプラス宇都宮

所在地

info@kp-utsunomiya.com

〒321-0932

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成28年4月1日

028-678-3408

028-678-3418

月曜日～土曜日・祝日・学校休業日
(ゴールデンウィーク・お盆・年末年始を除く)

月曜日～金曜日　14:00～17:15
学校休業日　10:00～16:00

0950100263

放課後等デイサービス

エミオス(株)

宇都宮市平松本町362-2
峰が丘ハイツ1F

・私たちの教室に通うことで、子供たちは集中力がつき、運動能力も向上していくことが学術的にも実
証されています。
・私たちが実施するプログラムは心と体の両面を育てることを大切にしています。
・決して目先の成果だけを求めず、5年後、10年後の姿を考えて支援させていただきます。

有 宇都宮市

おやつ代（1日￥７０）教材費（1日￥３０）
※体験教室・課外活動参加に応じて

療育方針（力を入れていること）

・運動療育という活動を主軸に、学習、遊びを取り入れて総合的な療育を提供します。
・カリキュラムを通してお子様の成長と発達を促すことを一番に考えます。
・お子様が生き生きと過ごせる場所を提供し、ご家族と一緒にお子様の未来を考え、療育を実践しま
す。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

療育の特色

14:00～登所
15:00･･･おやつ
16:00･･･始まりのあいさつ
                                　運動あそび
　　　　                             　　静かな時間
16:50･･･帰りの準備
17:05･･･終わりのあいさつ
17:15～退所

　※登所・退所は
　　ご自宅・学校への送り迎え　もしくは、ご家族送迎
　※早帰りにも対応いたします。

9:00～登所
10:30･･･始まりのあいさつ
　　　　　　　　　　　　運動あそび
　　　　　　　　　　　　　　　　静かな活動
12:00･･･昼食
13:00･･･余暇の時間
14:00･･･レクリエーション
　　　　※体験学習・課外活動・季節の行事・感覚統合など
15:00･･･おやつ
15:35･･･帰りの準備
15:50･･･終わりのあいさつ
16:00～退所

　※登所・退所はご自宅への送り迎え、もしくはご家族送迎
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

１４．キッザスオハナ宮原

所在地

sp.ohana01@mx1.alpha-web.ne.jp

〒320-0835

10名

平成28年4月1日

028-666-8627

028-666-8672

月曜日～土曜日・祝日
平日　13:30～17:30

土・祝・長期休暇　10:00～16:30

0950100289

放課後等デイサービス

(株)ホアラウナ

宇都宮市宮原4-2-19
KTG space 1-C

　　　事業所の名前の由来・・・kids（子ども）＋asu（明日）　　＋　　オハナ（ハワイ語で家族）

私たちは名前の由来通り、子供たちの小さな兆しにも気付き
明日（未来）へと導いていける家族のような存在でいたいと考えています

会社設立より地元に愛され福祉サービス１本
　これからもいつまでも…

パンフレットを用意しておりますので資料請求をしてください。
また、いつでも見学可能ですのでお問い合わせください。

有 宇都宮市内

おやつ代（１日５０円）、創作や調理などの材料費、
その他事業所外活動にかかる入場料や入園料などの実費

療育方針（力を入れていること）

＜日常生活訓練型＞
社会生活に必要な日常生活訓練や創作活動、興味好奇心を養い、子供たちの能力を高めます。
活動内容紹介・・・職員手作りの工作、簡単なお菓子作りや調理実習、アナログゲーム、体育館にて運
動、社会科見学、親子BBQ、SST、学習支援、感覚統合、公園活動など

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

　
１３：３０～　来所・健康チェック・検温
１５：００～　個別課題活動
１５：３０～　おやつ
１６：００～　創作活動・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ等
１７：００～１７：３０
　　　　　　　後片付け　帰りの会
　　　　　　　送迎　帰宅

　９：３０～　来所・健康チェック・検温
１０：００～　創作活動・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・療育活動
１２：００～　昼食・昼休み
１３：００～　創作活動・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・療育活動
１５：００～　おやつ
１５：３０～１６：３０
　　　　　　　個別課題活動
　　　　　　　自由時間
　　　　　　　後片付け　帰りの会
　　　　　　　送迎　帰宅

＊活動内容によりスケジュールは変わります

療育の特色

ＨＰもみてね！
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

１５．放課後等デイサービス事業所　まあむ

所在地

pyua1771@wave.plala.or.jp

〒321-0141

10名

平成28年4月1日

028-678-6933

028-678-6930

毎週　月～土曜日
平日　学校終了時～17：30まで

長期　10～16（送迎開始9：00）

0950100297

放課後等デイサービス

トゥルーライフ(株)

宇都宮市さつき2-19-12

・近隣の高齢者デイサービスや小学校との交流活動
・地域のボランティアの人たちとの交流活動

有 宇都宮市・近隣市町村

おやつ代（1回　50円）　その他必要に応じて徴収（創作活動費）

療育方針（力を入れていること）

・集団行動を身につけ、約束事を守れるようにする。
・将来に向けて、生活力を身につけられるようにする

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校終了～　来所　持ち物確認
15:00～　　おやつ
15:30～　　宿題・プリント・個別訓練等
　　　　　　　終了後　自由遊び
16:40～　　全員で掃除タイム
17:15～　　帰りの会

  9:00～　　送迎（来所）
10:00～　　朝の会・おやつ
10:30～　　個別訓練等
12:00～　　昼食
13:00～　　郊外活動等
16:00～　　みんなで清掃・帰りの会

療育の特色

87



事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

・知的に重度の障がいがあるお子様（パニック・他害・自傷が見られる）を中心にサポートしていま
す。
・月に１回程度、お楽しみ会やお誕生日会を開催し、クッキングやパネルシアターなどを行い非日常の
楽しみを共感しています。
・水曜日の体育館活動では広いスペースを活用し体力作りやストレス発散のため気兼ねなく体を動かす
時間を提供しています。
・土曜日には、地域のイベントに参加したり、町たんけんに出かけたりと、外でのルールやマナーを訓
練しています。

有 宇都宮市・鹿沼市

おやつ代（１回５０円），イベント代（お楽しみ会費用等不定期１回１００円）
その他、外出時等必要に応じて徴収

療育方針（力を入れていること）

「発語がない」・「ADLに介助が必要」など発達課題を抱えるお子様を中心に成長と自立をサポート
し、将来お子様が自立していけるように、個々の能力に応じ、発達上に必要な支援を行います。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

13：00　　各学校お迎え
15：00　　荷物整理・おやつ
16：00　　課題（プリント・指先訓練など）
　　　　　　※水曜日は体育館活動
17：00　　お手伝い　係活動　掃除
17：30　　お帰り
※送迎希望の方は18：00頃帰宅予定です

  9：00　　自宅お迎え
10：00　　荷物整理・ラジオ体操・朝の散歩
　　　　　　（外出等）
12：00　　お弁当
13：00　　個別活動（課題・自由時間）
15：00　　おやつ
16：00　　お手伝い　係活動　掃除
16：30　　お帰り
※送迎希望の方は17：00頃帰宅予定です

月曜日～土曜日
（日・祝祭日はお休み）

（お盆・年末年始お休み有り）

学校登校日　13：00～17：30
学校休暇日　10：00～16：00

0950100305

放課後等デイサービス

（特非）虹の架け橋

宇都宮市鶴田町29-35

１６．放課後等デイサービス事業所　奏

所在地

〒320-0851

10名

平成28年4月1日

028-612-7472

028-612-7473
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

１7．うりずん（主たる障がい：重症心身障がい児）

所在地

urizn@hibari-clinic.com

〒321-2116

5名

平成28年4月1日

028-601-7733

028-655-7744

毎週月曜日～土曜日
平日13：30～17：00

学校休業日9：30～15：30

0950100321

放課後等デイサービス

（特非）うりずん

宇都宮市徳次郎町365-1

・毎年、秋まつりやクリスマス会などを開催し、ご利用者だけでなく、ご家族、きょうだいへの支援も
行っています。
・喀痰吸引等研修（第三号研修）の栃木県登録養成機関として、医療的ケアを行える人材の教育を行っ
ています。
・地域に開かれた施設として、一般向けの研修会や催しを通して、障がいがあってもなくても人々が共
に助け合える社会の実現を目指しています。
・当該事業の他にも、人工呼吸器など医療的ケアが必要な重症障がい児者の日中一時支援、居宅介護、
移動支援、及び、相談支援事業も行っています。

有 概ね半径15ｋｍ以内

事業所で外出した際にかかる費用（施設使用料など）は実費負担

療育方針（力を入れていること）

・対象は重症心身障がい児（医療的ケアにも対応）。
・医療、介護、療育の各専門スタッフがマンツーマンで安心安全な支援を行うとともに、お子様方が楽
しい時間を過ごせるよう、レクレーションや感覚遊び、季節を感じられる活動やお散歩など様々な活動
も行っています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

 
  　放課後～　　学校へお迎え
　　　　　　　  水分補給等
　　　　　　　  個別活動

　　17：00～　順次ご自宅へ送迎
　
  

  　9：30～　　お出迎え
　10：00～ 　　朝の挨拶
　　　　　　　　活動
　11：30～　　お昼
　14：00～　　個別活動
　　　　　　　　おやつ
　15：30～　　お見送り

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

・元小学校教諭や、保育士の資格を持ったスタッフが支援しております。
・児童の能力や個性に応じた学習の支援計画を作成し、学ぶ喜びを身につける様な支援を行っていま
す。
・全国書写書道教育振興会の「全国ひらがなかきかたコンクール」の実施をしています。
・家族的な雰囲気の施設です、毎年夏と冬にはお楽しみ会などイベントもたくさん開催をしています。
・「家庭」「学校」「放課後等デイサービス」の連携を大切に支援を進めています。
・幼児期から高校までの継続した支援を大切にし、信頼を深めていく施設です。

有 面談時にご相談下さい。

テキスト印刷代（学年変更時2000円）
おやつ代（１個４０円）をまた必要に応じて教材費などを徴収しています

療育方針（力を入れていること）

・学習支援がメインの放課後等デイサービスです。
・学校の授業にそった内容の学習支援計画を作成して一人一人にあった個別の学習支援を行っていま
す。
・宿題支援だけではなく、テスト対策も丁寧に行っています。
・基本的な生活習慣や社会的ルールが身につく支援もしております。
・児童に応じた交流支援をゲーム等を使い行っています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

　学校にお迎え
　　　↓
　到着（健康チェック・検温）
　　　↓
　宿題支援(丁寧に支援）
　　　↓
　休憩（おやつ）
　　　↓
　学習支援（ワーク・自主学習・AIドリル、各単元のテスト対

策）

　　　↓
　ご自宅へお送り

　平日と同様に学習支援
(夏休みの友や冬休みの宿題、単元の遅れの修得)

療育の特色

毎週月曜日～土曜日
平日　12:00～18:00
土曜　13：00～1600

長期休暇　9:00～17:00

0950100339

放課後等デイサービス

（同）Brave

宇都宮市戸祭1-12-40

１８．エスポワール

所在地

Espoir_2525@iCloud.com

〒320-0056

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成28年4月1日

070-3610-2030

028-643-7520
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

・グローバルキッズメソッド桜通り店では、月に1度配布されるレクリエーションカレンダーをベース
に運動、学習、外出、工作等様々な活動を行ってます。
・ASA旭出式社会適応スキル検査を元に児童の療育を行っています。
言語、日常生活、社会生活、対人関係 の4つのスキルを構成する32の下位領域の発達が、平均以上で
あるかわかるのが特徴です。希望に応じて心理士が評価をして出すことも出来ます。
・様々な外出を行っております。気取らず「ぶらり」と行ける外出は子ども達にとってもリラックスし
て楽しめる内容になっているようです。子ども達で外出先を決めて自主性を高めたり、当日まで行き先
がわからないミステリーツアー形式にしてレクリエーションを設定したりと工夫しています。

有 学校～本事業所～ご自宅

おやつ代・レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・ASA旭出式社会適応スキル検査を元に児童の療育を行っています。
・運動療法
・ソーシャルスキルトレーニング(SST)
・学習支援
・集団療育

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校への送迎
宿題
おやつ
レクリエーション
生活訓練
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
レクリエーション
昼食
レクリエーション
生活訓練
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色

お盆・年末年始以外
平日10:00 19:00

土・日・祝：8:00 18:00

0950100370

放課後等デイサービス

ハッピーライフケア(株)

宇都宮市桜1-7-14

１９．グローバルキッズメソッド９（桜通り店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒320-0043

10名

平成28年7月1日

028-611-3311

028-611-3312

91



事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

・支援計画に基づいた個別課題を設け、ご家族との連携を取りながら課題に挑戦していき、1つずつス
テップアップを図っています。
・児童1人1人に合わせ自立に向けたソーシャルスキルトレーニングへの取り組みの強化をしていま
す。
・リトミック活動を通して楽しんで音楽にふれ、体幹を鍛えたり、自己表現力の向上を目指していま
す。

有 宇都宮市　鹿沼市

おやつ代（1回50円)　その他必要に応じて創作活動費・課題活動費を徴収

療育方針（力を入れていること）

・早期療育指導を必要とされる児童に対し、日常生活における基本動作の指導を行い、発達の助長を目
的としています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

　　　　　　　　来所
　　　　　　　　健康観察・検温
　　　　　　　　個別課題学習
　　　　　　　　リトミック
　　　　　　　　おやつ
　　　　　　　　自由あそび・野外活動等
　　　　　　　　送迎

　　　　　　　来所
　　　　　　　健康観察・検温
　　　　　　　個別課題学習
　　　　　　　リトミック
　　　　　　　昼食
　　　　　　　野外活動
　　　　　　　自由あそび
　　　　　　　送迎

療育の特色

年末年始　休業
平日12:00～18:00
休日10:00～16:00

0950100362

放課後等デイサービス

(株)日本メディカルサービス

宇都宮市細谷町690-1

２0．こぱんはうすさくら細谷教室

所在地

〒320-0074

10名

平成26年7月1日

028-616-8575

028-678-8609

92



事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

(株)ヘルプマン

２1．放課後等デイサービス絆

0950100396

放課後等デイサービス

10名

平成28年10月1日

療育方針（力を入れていること）

所在地

〒321-0982

宇都宮市御幸ヶ原町119-33

028-680-5297

028-680-5298

helpman3280@yahoo.co.jp

毎週月曜日～土曜日 9：00～18：00

有 事業所から30分以内

おやつ代（1日100円）お出かけ時にかかる費用

療育の特色

・お家に帰ってくるように安心して、自分らしく過ごせる場所を目指します。
・おやつ作りやボール遊びなどのレクリエーション、色分けや作業につながるソーシャルスキルトレー
ニング   を通して子どもたちの「出来た！」「楽しい！」をみんなで共有・応援します。
・「本人のペースで、無理なく」をモットーにしています。
・「家庭」「事業所」「学校」の連携を大切にしてます。

・日常生活の基本的な動作や集団生活への適応訓練を学ぶサポートをし、子どもたちの成長をお手伝い
します。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校終了後お迎え→来所後、荷物整理・手洗いう
がい→宿題・課題→おやつ・片付け→レクリエー
ション→希望者のみご自宅まで送り

希望者のみご自宅までお迎え→来所後、荷物整
理・手洗い・うがい・1日の流れ→おでかけ・課
題・レクリエーション・個別課題→昼食→レクリ
エーション→おやつ→排泄→自由活動→希望者の
みご自宅まで送り
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外に
かかる費用

　　１４：００～　送迎
　　１４：３０～　来所(検温)、学習(宿題等)
　　１５：００～　おやつ
　　１５：３０～　活動・自由遊び
　　１７：００～　終わりの会
　　１７：１５～　順次送迎

　　　９：３０～　送迎
　　１０：００～　来所(検温)、学習(宿題等)
　　１１：００～　活動①
　　１２：００～　昼食
　　１３：００～　自由遊び・活動②
　　１５：００～　おやつ
　　１６：００～　帰りの会・順次送迎

療育の特色

・安全で安心できる集団生活の場で、子どもたちの健全な成長を目的とした、利用児童・保護者の方に寄り添え
る支援サービスを提供いたします。
・室内にあるボルダリングにより全身運動を通じて，身体能力・体力の向上や、工作による創作活動など課外活
動やレクリエーションを通してコミュニケーション力を高めます。
・学校卒業後を視野に入れ就労や生活に必要なマナーや体験をしていきます。

所在地

おやつ代（１日５０円），その他活動費（イベント代など）必要に応じて徴収

療育方針（力を入れていること）

・それぞれの障がいに合わせた療育と社会に適応し文化的な生活を営むための支援サービス
・就労や生活に必要な事が身につけられるように力を入れています

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

minorinomori.imaizumi@gmail.com

毎週月曜日～土曜日
14:00～18:00

土曜日：長期休暇9:30～16:30

有 宇都宮市内全域

(株)minori.

〒321-0962

宇都宮市今泉町2995-9

028-678-9722

028-678-9723

２２．みのりの杜キッズスクール　今泉

0950100404

放課後等デイサービス

10名

平成28年10月1日
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

・個別学習ではそれぞれのお子様に合わせた課題を提供いたします。お子様の状態に合わせて先生の数
を変えており、1対1の個別対応もしくは1対３の複数対応をさせていただきます。取り組みの時間は異
なりますが、個別対応のお子様であれば10～15分、複数対応の宿題やプリント学習等中心のお子様で
あれば15分～１時間程度取り組みます。
・学習支援（通常の小学校までの内容）を行っています。プリント学習が難しいお子様には個別課題を
提供しています。
・知的な遅れのないお子様と、あるお子様が共に過ごすことで、自己理解を深められるような環境設定
をしています。

２３．パレット

所在地

asagao_palette@dune.ocn.ne.jp

〒321-0901

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成29年1月1日

028-612-3138

028-612-3137

毎週月曜日～土曜日（土曜日は隔週)
（お盆、年末年始、GW休業有）

平日　：　10：00～18：00
休日　：　9：30～17：00

0950100412

放課後等デイサービス

(株)あさがお

宇都宮市平出町3851-4
ニコルハイツ201

有
富屋特別支援学校（毎日）
その他は原則保護者送迎

おやつ代（1回50円）、弁当代（実費）、イベント参加費（実費）等必要に応じて徴収

療育方針（力を入れていること）

・「社会で生きる子どもを育てる」を合言葉に、「コミュニケーション」「学習」「働くためのスキ
ル」「自立のためのスキル」の４本柱を育てることを大切にして、指導にあたっています。
・正解を教えるだけでなく、どうすべきだったか自分で考えられる時間を持てるような声掛けをしてい
ます。
・お子様の発達段階や今の生活環境に合わせた個別指導を実施しています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

～15:30　　  来所・健康チェック・検温
  15:30～　　おやつ
  15:45～　　順次個別学習
  16:30～ 　  自由遊び・順次帰宅

　　　　　　　   　　 来所・健康チェック・検温
 ～11:00　   　　　　順次個別学習
　 11:00～　　　　　自由遊び
    12:00～　　　　　昼食
    13:00～　　　　　集団活動
    15:00～　　　　　おやつ
    15:30～17:00　　自由遊び・順次帰宅

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

　　　事業所の名前の由来・・・kids（子ども）＋asu（明日）　　＋　　オハナ（ハワイ語で家族）

私たちは名前の由来通り、子供たちの小さな兆しにも気付き
明日（未来）へと導いていける家族のような存在でいたいと考えています

会社設立より地元に愛され福祉サービス１本
　これからもいつまでも…

パンフレットを用意しておりますので資料請求をしてください。
また、いつでも見学可能ですのでお問い合わせください。

有 宇都宮市内

おやつ代（１日５０円）、創作や調理などの材料費、
その他事業所外活動にかかる入場料や入園料などの実費

療育方針（力を入れていること）

＜日常生活訓練型＞
社会生活に必要な日常生活訓練や創作活動、興味好奇心を養い、子供たちの能力を高めます。
活動内容紹介・・・職員手作りの工作、簡単なお菓子作りや調理実習、アナログゲーム、体育館にて運
動、社会科見学、親子BBQ、SST、学習支援、感覚統合、公園活動など

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

　
１３：３０～　来所・健康チェック・検温
１５：００～　個別課題活動
１５：３０～　おやつ
１６：００～　創作活動・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ等
１７：００～１７：３０
　　　　　　　後片付け　帰りの会
　　　　　　　送迎　帰宅

　９：３０～　来所・健康チェック・検温
１０：００～　創作活動・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・療育活動
１２：００～　昼食・昼休み
１３：００～　創作活動・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・療育活動
１５：００～　おやつ
１５：３０～１６：３０
　　　　　　　個別課題活動
　　　　　　　自由時間
　　　　　　　後片付け　帰りの会
　　　　　　　送迎　帰宅

＊活動内容によりスケジュールは変わります

療育の特色

月曜日～土曜日・祝日
平日　13:30～17:30

土・祝・長期休暇 　10:00～16:30

0950100446

放課後等デイサービス

(株)ホアラウナ

宇都宮市西大寛2-5-27　1Ｆ

２４．キッザスオハナ西大寛

所在地

sp.ohana01@mx1.alpha-web.ne.jp

〒320-0866

10名

平成29年4月1日

028-666-8684

028-666-8653

ＨＰもみてね！
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

・絵画や工作等、障害者芸術支援員研修を受けた指導員が個々に合った創作活動を支援します。
・感覚統合運動から専門的な球技まで、子どもの運動能力向上をサポートします。
・子どもの自主性を尊重しつつ、スケジュールや約束をきちんと守り、規則正しい生活習慣を身に付け
ます。

有 宇都宮市及び鹿沼市　（要相談）

おやつ代（１日５０円）、その他施設利用費等必要に応じて徴収

療育方針（力を入れていること）

・それぞれの能力に応じた個別運動療育。
・個々のスケジュールに合わせた規則正しい生活の習慣化。
・絵画や工作等、創作活動による感受性の向上。
・自然や生き物とのふれあいによる人間性の構築。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

　　 　～15:00　　下校送迎来所
15:15～15:45　　手洗い健康チェック、おやつ
15:45～16:15　　学習
16:15～16:45　　個別課題
16:45～17:15　　集団遊び
17:15～17:45　　自由遊び
17:45～18:00　　片付け、トイレ
18:00～　　　　　 退所送迎

　　　　～9:20　　送迎来所
  9:20～   9:40　   手洗い健康チェック
  9:40～10:50　　学習
10:20～10:40　　休憩
10:40～11:40　　個別課題
11:40～12:00　　手洗い準備
12:00～12:45　　昼食
12:45～13:00　　休憩
13:00～16:00　　屋外活動
16:00～16:20　　手洗いおやつ
16:20～16:45　　自由遊び
16:45～17:00　　片付け、トイレ
17:00～　　　　 　退所送迎

療育の特色

毎週月曜日～土曜日
通常日　学校終了～１８：００
休校日　９：００～１７：００

0950100453

放課後等デイサービス

(株)キンドルライフ

宇都宮市一条3-1-5

２５．チャイルドサポート輝

所在地

kindle.kagayaki@ymail.ne.jp

〒320-0821

10名

平成29年4月1日

028-651-2032

028-651-2031
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

２６．こどもサポート教室「きらり」宇都宮校

所在地

kirari.utsunomiya@kurazemi.co.jp

〒321-0964

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成29年5月1日

028-680-6201

028-680-6201

毎週月曜日～土曜日（祝日含む）
※大型連休（お盆・年末年始等）を除く

10:00～12:00
13:00～19:00

0950100479

放課後等デイサービス

(株)クラ・ゼミ

宇都宮市駅前通り2-3-12
ザ・ミレニアムタワー101

・児童発達支援（1歳半～小学校入学前）から放課後等デイサービス（小学生～高校卒業まで）まで継
続してご利用いただける事業所です。
・完全個別の療育でお子さまの発達段階に合わせた支援を行います。
・公認心理師が常駐しておりますので発達・知能検査に関する分析支援・相談を行い、お子さまと保護
者さまのサポートをさせていただきます。
・専門的なスタッフが多数在籍しており、専門性が必要な言語支援と読み書きの支援をすることができ
ます。
・学校生活での悩みや不安について解消できるよう取り組んでいます。ご希望があれば、直接学校とも
連携してアプローチしています。

無

プリント使用時のコピー代（モノクロ10円・カラー20円）
その他、必要に応じて教材費等

療育方針（力を入れていること）

専門的な職員による個別療育を提供しています。
・お子様それぞれの特性に合わせた、マンツーマンの個別療育。
・学校の宿題や課題を補填する直接支援。
・公認心理師による発達の分析とカウンセリング。
・言語の遅れや読み書きの苦手さといった言語発達の支援。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

　　　　　　　　　「時間割」
　　　10:00-11:00　　　15:00-16:00
　　　11:00-12:00　　　16:00-17:00
　　　13:00-14:00　　　17:00-18:00
　　　14:00-15:00　　　18:00-19:00

・お子様へ45分間の療育支援
・支援終了後に保護者様へ支援の報告と相談の時間

　　　　　　　　　「時間割」
　　　10:00-11:00　　　15:00-16:00
　　　11:00-12:00　　　16:00-17:00
　　　13:00-14:00　　　17:00-18:00
　　　14:00-15:00　　　18:00-19:00

・お子様へ45分間の療育支援
・支援終了後に保護者様へ支援の報告と相談の時間

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

２７．グローバルキッズメソッド１２（若松原店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒321-0153

10名

平成29年5月1日

028-678-4477

028-678-4478

お盆・年末年始以外
平日10:00 19:00

土・日・祝：8:00 18:00

0950100487

放課後等デイサービス

ハッピーライフケア(株)

宇都宮市北若松原1-14-13
ヨークタウン若松原店内

放課後等デイサービス・グローバルキッズメソッド若松原店です。
・若松原店では、月に1度配布されるレクリエーションカレンダーをベースに運動、学習、外出、工作
等様々な活動を行ってます。
・ASA旭出式社会適応スキル検査を元に児童の療育を行っています。
言語、日常生活、社会生活、対人関係 の4つのスキルを構成する32の下位領域の発達が、平均以上で
あるかわかるのが特徴です。希望に応じて心理士が評価をして出すことも出来ます。
・工作を行い、バザーに出品する就労体験や広いフロアで運動等活動は多岐に渡ります。

有 学校～本事業所～ご自宅

おやつ代・レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・ASA旭出式社会適応スキル検査を元に児童の療育を行っています。
・ソーシャルスキルトレーニング(SST)
・学習支援
・個別療育
・集団療育

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校への送迎
宿題
おやつ
レクリエーション
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
レクリエーション
昼食
レクリエーション
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色

99



事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

・職業体験が出来るところや、実際の就労に向けた基礎能力向上を軽作業を通して身につけていけると
ころが 大の特色となっております。
・また、学校の勉強に苦手意識を持っている方へのプログラムとして。専門教材を駆使し、主要三科目
といわれる国・数・英の小学校１年生～高等学校３年生までの範囲をしっかりとサポートいたします。
つまずいていた「割り算」や、「分数・小数の計算」が出来るようになった！というような喜びのお声
もいただけました！
・また、対人関係を構築していくための療育も行っています。
・通信制高校との提携により、事業所に通いながら、高校卒業も目指すことが出来ます！(令和２年8月～)

・お困りごとを、是非ご相談ください！！

有 片道30分以内であれば可。応相談

教材費　350円／月

療育方針（力を入れていること）

・作業トレーニングによるワーキングメモリーの強化。
・ソーシャルスキルトレーニングによる社会性の向上。
・学習支援によるご本人の学習能力向上。（選択制）
・職業体験による、将来自分で働く姿のイメージ構築。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

  　来所時　　　　  健康チェック
16:00～16:15　　作業トレーニング
16:15～16:30　　PCトレーニング
16:30～17:10　　学習支援or強化版作業
17:10～17:30　　ﾐﾄﾞﾙｶﾌｪﾀｲﾑ、帰りの会
17:30～　　　　　送迎開始

※一例となります。

　　来所時       　　　健康チェック
10:00～10:15　　　清掃タイム
10:15～10:45　　　自由時間
10:45～11:20　　　作業トレーニング
11:15～11:55　　　ＰＣトレーニング
12:00～12:50　　　昼食、昼休み
13:00～15:30　　　職業体験などPMプログラム

療育の特色

月～土曜日
(定休日：日曜,一部祝日及び年末年始など)

10時～18時

0950100495

放課後等デイサービス

（福）幸知会

宇都宮市下栗721 1

２８．就労準備型放課後等デイサービス　トータスミドル

所在地

t-md@tortoise-h.jp

〒321-0934

10名

平成29年5月1日

028-666-0067

028-666-0068
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

２９．ほしぞらキッズジム

所在地

info-hoshizora@sv-orion.co.jp

〒321-0984

10名

平成29年3月1日

028-689-3758

028-689-3757

毎週月曜日～金曜日 ９：００～１７：００

0950100420

放課後等デイサービス

オリオンホールディングス(株)

宇都宮市御幸町150-1

・広々とした体育館で本格的な体操競技用のトランポリンや15ｍの長さのトランポリン等の体操器具
を用いて、遊びを通しての運動や本格的な体操指導など、お子様の特性に合わせた運動療育を行ってい
ます。
・体操のスペシャリストによる指導を行い、身体の上手な動かし方を指導していきます。
・体育館での活動体験、見学を随時受け付けておりますので活動内容に興味を持たれた方はお子様と一
緒に体育館へお越しください。(体験・見学はご予約が必要となりますので事前に事業所へのご連絡をお
願いしています。)

有 学校等までのお迎えは行っています

制作活動や行事の際など必要に応じての料金を徴収

療育方針（力を入れていること）

・体操(運動)を行う事で身体機能・運動機能向上や脳の活性化を図ります。
・体育館での集団で体操(運動)を行う事で集団生活へ適応する力を身につけます。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

　１３：３０～　　　　　　順次、学校への送迎
　１４：３０～１６：２０　体育館活動
　１６：２０～　　　　　　順次、事業所へ移動
　１６：３０～１７：００　宿題、制作活動等
　１７：００～　　　　　　保護者お迎え

　　　　　　　　～　９：３０　来所
　　　　９：３０～　９：４５　朝の会
　　　１０：００～１２：００　課外活動等
　　　１２：００～１２：３０　昼食
　　　１２：３０～１４：００　昼休み(宿題等)
　　　１４：００～　　　　　　体育館への移動
　　　１４：００～１６：００　体育館での体操
　　　１６：００～　　　　　　事業所への移動
　　　１７：００～　　　　　　保護者お迎え
　　(その他午前中のみ、午後のみの利用も可能)

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

３０．グローバルキッズメソッド１４（西原店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒320-0862

10名

平成29年8月1日

028-612-6828

028-612-6829

日・お盆・年末年始以外
平日10:00 19:00

土・祝：8:00 18:00

0950100511

放課後等デイサービス

ハッピーライフケア(株)

宇都宮市西原1-5-18

放課後等デイサービス・グローバルキッズメソッド西原店です。
・西原店では、パソコンの基本的な使用支援やパソコンのソフトをメインとした学習支援、またビジネス文章検
定等の資格取得支援やWord・Excelの使用支援を行っております。
・【ビジネス文書実務検定】合格者実績(2022年4月現在)
1級合格者：5名、2級合格者：8名、3級合格者：19名
・合格したお子様を対象に事業所内で表彰式を行います。
・パソコン学習ソフト「すらら」による国語や算数（数学）や英語の学習を行います。フルボイスのキャラク
ターが問題を解説したりとゲーム感覚で楽しく学習に取り組むことが出来ます。

有 学校～本事業所～ご自宅

おやつ代・レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・学習支援
・個別療育
・パソコン支援
・資格取得支援
・パソコン学習ソフト「すらら」による国・数・英の学習

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校への送迎
宿題
おやつ
パソコン・余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
パソコン・余暇
昼食
パソコン・余暇
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

療育の特色

・当社は総合スポーツクラブを企画運営している株式会社スポーツプロジェクトの関連会社です。長年
スポーツジムを運営してきたノウハウを児童デイサービス事業に生かし、一人でも多くの障がいを持っ
た子どもが「社会に適合し自立してほしい」という願いをこめて設立いたしました。
・施設内は明るく見通しが良く、運動に必要な用具が完備されているので、思わず身体を動かしたくな
る活動エリアとなっています。

・運動療育を主体としながら、生活の基本的動作の自立へ向けた練習、目と手の協応動作や認知面での
支援を目的とした作業療育を、子どもたちが力を発揮しやすいように考えられたスケジュールにてプロ
グラムを提供しています。
・運動療育では、基礎的な身体の動きの練習や、運動遊びやゲーム、マット・鉄棒・とび箱などの小学
校でも行う種目練習などを取り入れ、「こころ」「からだ」「脳」のバランスの良い成長発達を支援し
ます。
・また、療育プログラムの効果を高め、子どもが出来ることを着実に増やしていくために、ABA(応用
行動分析学)の手法を、専門家のアドバイスを得ながら積極的に取り入れています

一日のスケジュール

平　　日 休日・長期休暇時

１４：３０～　来所、自由遊び
１５：３０～　挨拶、運動療育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
１６：１０～　着衣、おやつタイム
１６：３０～　作業療育プログラム
　　　　　　　随時自由あそび
１７：３０～　帰りの挨拶、送迎児童退所
　　　　　　　自力送迎児童のみ自由遊び

　　９：００～１６：００
　
　　運動療育プログラムを基本として
　　戸外活動、各種イベントを実施します
　
　　※ホームページ等に掲載しますが
　　　お気軽にお問合せ下さい

療育方針（力を入れていること）

所在地

〒320-0845

宇都宮市明保野町5-8
サンダービルⅢ

028-616-8895

028-616-8896

fg-m.utsunomiya@sportsproject.jp

月　火　水　金　土
月、火、水、金:1４:３0～1７:30

土：10:00～16:０0

有 車にて片道３０分以内

おやつ代　100円／１回

(株)ビー・フレンズ

３１．フレンズジム南宇都宮

0950100529

放課後等デイサービス

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成29年8月1日
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

・運動、学習、ソーシャルスキル、コミュニケーションの４つの療育の柱を軸に、様々な経験を通じてお子様の
　「できた！」を増やします。
・毎月季節ごとの楽しいイベントや外出活動、調理レク、お買い物訓練など様々な活動も行っております。
・日本体育大学との「親子体操教室」や、鹿島アントラーズとの「サッカー教室」等、様々な大学や企業と連携
　したイベントも開催しております。

有 片道30分程度

おやつ代（1日/50円）、そのほか必要に応じて遠足代などを徴収

療育方針（力を入れていること）

子どもたちが持つ可能性に着目し、本来の力を発揮して成長できるように、楽しい環境づくりに努め、将来を見
据えた支援を行います。

●方針１：子どもの可能性を信じています。
子どもは必ず成長します。私たちいつでも可能性を信じて支援していきます。出来ることを一つひとつ増やして
いくお手伝いを通して、自立した生活が出来るように手を差し伸べます。

●方針２：自信を持たせ、成長を促します。
「できること」が増えるたびに自信が持てるようになります。自信がつくと積極的なコミュニケーションがと
れ、他者との関係もスムーズなものになり、生活に広がりができます。

●方針３：長所に目を向けます。
完璧な人間なんていません。子どもの行動の裏には声にならないメッセージがあります。私たちはこれらを否定
せず受け止め、常に前向きに発想し行動できるよう支援します。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

放課後～順次登所　お迎え　到着次第トイレと手洗い
15：30～　はじめの会(挨拶、出席、一日の予定、体操など)
15：45～　おやつ、トイレ
16：00～　個別課題　宿題など集団療育
16：45～　フリータイム　自由遊び　片付け
17：00～　帰りの準備
17：15～　おわりの会
17：30～　順次帰宅　お送り

※状況によっては時間変更等ございますので、ご了承くださ
い。

  9：50～　順次登所　お迎え　到着次第トイレと手伝い
10：00～　はじめの会(挨拶、出席、一日の予定、体操など)
　　　　　　 今日の課題発表　集団療育
11：00～　個別課題　宿題など
11：45～　トイレ　手洗い　うがい
12：00～　昼食　食後に歯磨き　トイレ　食休み
13：00～　集団療育　体操など
14：30～　おやつ
15：00～　フリータイム　自由遊び　片付け
15：30～　帰りの準備
15：45～　おわりの会
16：00～　順次帰宅　お送り

※状況によっては時間変更等ございますので、ご了承くださ
い。

療育の特色

毎週月曜日～土曜日（祝日含む）
※年末年始（12/31～1/3）を除く

　　　平日   放課後～17：30
　　　休日　10：00～16：00

0950100545

放課後等デイサービス

(株)サシノベルテ

宇都宮市下栗町2906-2

３２．こどもサークル宇都宮

所在地

kc17@sashinoberute.co.jp

〒321-0923

10名

平成29年10月1日

028-651-0001

028-651-0002
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

３３．グローバルキッズメソッド１５（宮の内店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒321-0131

10名

平成29年11月1日

028-680-7607

028-680-7608

日・お盆・年末年始以外
平日10:00 19:00

土・祝：8:00 18:00

0950100552

放課後等デイサービス

ハッピーライフケア(株)

宇都宮市宮の内3-181-1
レオパレス宇都宮南

放課後等デイサービス・グローバルキッズメソッド宮の内です。
・宮の内店では、『パソコン室』、『実験工作室』、『学習室』、『メインホール』と、4つの広々と
した明るい部屋に分かれています。それぞれの部屋で行えることが違う為、1つ1つの活動を集中して
取り組める環境設定になっています。合わせて、ここにプログラムを作っていく為、無理なく落ち着い
て活動できるようになっています。
・おやつは擬似通貨を使った選択性になっています。考えながら計算したり、貯蓄してみたりとお金の
使い方や大切さも学べるシステムになっています。
・パソコン学習ソフト「すらら」による国語や算数（数学）や英語の学習を行います。フルボイスの
キャラクターが問題を解説したりとゲーム感覚で楽しく学習に取り組むことが出来ます。

有 学校～本事業所～ご自宅

おやつ代・レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・基本の学習支援だけでなく資格取得のサポートも行っています。学習を中心としたプログラムを提供
していますが、様々なニーズに対応できるよう個別にプログラムを組み対応させていただきます。
・ソーシャルスキルトレーニング(SST)・個別療育・集団療育
・パソコン学習ソフト「すらら」による国・数・英の学習

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校への送迎
宿題
おやつ
学習支援・余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
学習支援・余暇
昼食
学習支援・余暇
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

・肢体不自由児対象の放課後等デイサービス施設です。
・個別活動や外出活動等を取り入れ、楽しんで参加出来るカリキュラムの中で自立に向けた
   社会的ルールを学んでいきます。

有 宇都宮市内

おやつ代 （ 1日 50円 ）　外出時の施設利用料 ・昼食代等

療育方針（力を入れていること）

・規則正しい生活を通じて、基本的な生活習慣や社会性を身につける
・学校やご家庭と連携を図り、お子様達の成長過程に合わせた活動をサポートしていく

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

13：00～　学校お迎え
14：00～　入室・バイタルチェック・おやつ
15：00～　個別活動
16：30～　帰りの会・帰宅準備
17：00～　送り出発

　  9：00～　受け入れ・お迎え
　　　　　　 バイタルチェック・朝の会
　10：00～　個別活動
　11：30～　昼食・のんびりタイム
　13：00～　個別活動
　14：30～　おやつ
　15：00～　のんびりタイム
　16：30～　帰りの会・帰宅準備
　17：00～　送り出発

　・月に一度程、外出を予定しています。
　※外出等は状況など考慮し決定しております。

療育の特色

月曜日から土曜日 9：00～17：30

0950100560

放課後等デイサービス

(株)サニーハート

宇都宮市竹林町606

３４．サニーハート

所在地

info@sunny-heart.co.jp

〒321-0974

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成30年4月1日

028-621-3973

028-902-1075
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

３５．こどもスタジオ　バンビ

所在地

info@studio-bambi.net

〒320-0003

10名

平成30年2月1日

028-306-1113

028-306-2100

毎週月曜日～土曜日
平日　14時30分～17時30分

学校休業日　10時～16時

0950100586

放課後等デイサービス

Studio-Bambi(株)

宇都宮市豊郷台2-1-1

・こどもスタジオバンビは、放課後等デイサービスとして学校通学中の様々な障がいを抱えた子どもた
ちの放課後等の居場所づくりを行う場所です。
・教育活動に経験豊富なスタッフが一人ひとりに合わせた療育、支援を行っていきます。また専門の講
師、職員による英会話・美術・パソコンなどで、こどもたちの将来に役立つ内容を積極的に取り入れ子
どもの「可能性」を伸ばします。
・ひだまりのような温かい雰囲気の中で、基本的な生活支援はもちろん、楽しんでバンビに通い、
「やってみたい」意欲、できた「達成感」、また取り組みたい「チャレンジ精神」を育てます。
★バンビの療育内容について、詳しくはHP・ブログ等をご覧ください★

有 応相談

おやつ代無料、その他必要に応じて実費（入園料、調理実習など）

療育方針（力を入れていること）

多様な療育内容を取り入れています。
①学習：子どもの発達の程度により個別に対応
②運動：ダンスリズム、リトミック、ヨガ＆ストレッチ、筋トレ
③言語聴覚士による個別療育とソーシャルスキルトレーニング
④IT教育：パソコンを使ったタイピング練習やレゴやマインクラフトによるプログラミング活動
⑤食育：調理実習を行い料理する楽しさ、みんなで食べる喜びを知る。
⑥専門講師：外国人講師による英会話

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

14：30～　　　　　　入室
14：30～14：40　　健康チェック、検温、手洗い、うがい
14：40～15：00　　宿題、学習
15：00～15：30　　バンビ商店(お買い物の練習)、おやつ
15：30～17：30　　レクレーション活動 、自由時間
17：30～　　　　　　退室

10：00～　　　　　　入室
10：00～10：10　　健康チェック、検温、手洗い、うがい
10：10～11：00　　宿題、学習
11：00～12：00　　レクレーション活動
12：00～13：00　　お昼ごはん
13：00～15：30　　レクレーション活動
15：30～16：00　　バンビ商店、おやつ
16：00～　　　　　　退室

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

３６．こぱんはうすさくら下荒針教室

所在地

〒321-0346

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成30年2月1日

028-678-3732

028-678-8609

年末年始　休業
平日1２:00～18:00
休日10:00～16:00

0950100594

放課後等デイサービス

(株)日本メディカルサービス

宇都宮市下荒針町3585-43

・集団活動を通して、コミュニケーション能力の向上を図り、集団活動の中での約束事やルールを身に
付ける支援を目指しています。
・野外活動を通して、色々な経験や体を使った遊びを取り入れています。
・教室内でできる水あそびを推奨しています。

有 宇都宮市　鹿沼市

おやつ代（1回50円)　その他必要に応じて創作活動費・課題活動費を徴収

療育方針（力を入れていること）

・早期療育指導を必要とされる児童に対し、日常生活における基本動作の指導を行い、発達の助長を目
的としています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

来所
健康観察・検温
宿題・個別課題
おやつ
野外活動
自由あそび

来所
健康観察・検温
宿題・個別課題
自由あそび
昼食
野外活動
自由あそび
（室内での水あそび）

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

放課後等デイサービス・グローバルキッズメソッド中戸祭店です。
・中戸祭店では、ミズノ公式グッズを使用したプログラムやエアトラックを使用したプログラム、リト
ミック等、お子様が楽しく運動できるような環境を整えております。
・曜日ごとに主な運動内容は固定されておりますが、ニーズや月によって変更することもあります。

有 学校～本事業所～ご自宅

おやつ代・レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・数ある療育手段の中から運動療育に力をいれています。運動を楽しい遊びという形に変えて、お子様
の自己肯定感や自己コントロール、社交性を養います。
・運動療法・ソーシャルスキルトレーニング(SST)・個別療育・集団療育

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校への送迎
宿題
おやつ
運動療育・余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
学習支援・余暇
昼食
運動療育・余暇
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色

日・お盆・年末年始以外
平日10:00 19:00

土・祝：8:00 18:00

0950100602

放課後等デイサービス

ハッピーライフケア(株)

宇都宮市中戸祭1-13-15
ドミールナカムラ1

３７．グローバルキッズメソッド１７（中戸祭店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒320-0057

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成30年3月1日

028-611-3533

028-611-3534
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

学校法人さつき幼稚園が経営しています。その４４年間の幼児教育を土台にして、理想の障害児教育を
模索しています。「Ｓｐａｒｋさつき」では、１～２人の少人数の運動療育（１人５０分）をしており
ます。世界的なベストセラーとなった『脳を鍛えるには運動しかない』の著者ハーバード大学准教授
ジョン・レイティ博士は、「Ｓｐａｒｋさつき」が所属している日本運動療育協会の特別顧問をしてお
ります。「脳を 高の状態に保つには、体を精一杯働かせなければならない。脳は筋肉と同じで、使え
ば育つし使わなければ萎縮してしまう。運動は、ほとんどの精神問題にとって 高の治療法なのだ。し
かも、強制された運動では自発的な運動ほどの効果が出ないことが分かっている」とレイティ博士は述
べております。

無

無

療育方針（力を入れていること）

    発達障がい児は、日常生活の中で多くのストレスを抱えています。そのため、指示命令が多い教育・訓練では
ストレスが増幅して、成長が阻害されやすいようです。
　子ども達の優れて素晴らしい潜在能力と育つ力を、深い眠りから呼び覚ますためには、生徒にいかに全力を出
させるかが重要です。全力を出させるためには、何よりも「楽しい体験」が必要です。しかも「非常に楽しい遊
びや運動」によって、子どもが熱中し全力を出すことが増えてきます。それが繰り返されれば、子ども達は成長
していくはずです。
　発達障がい児の中には、言葉の遅れがある子が多くおります。言葉の教育・訓練をすることになりますが、何
よりも重要なことは、言葉は人間関係を築くための道具です。親子関係が深まれば、父母の話を理解したいと強
く願うようになり、父母に自分の思いを伝えたい、言葉を獲得したいと強く願うようになるはずです。ゆえに、
さつき幼稚園が創作した“じゃれつき遊び”（スキンシップ遊び）が、生徒に大きな喜びを与え「人間関係の土
台」を育んでいくと考えております。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

療育の特色

月曜日・木曜日・金曜日・土曜日・日曜日 ９時～１8時

0950100644

放課後等デイサービス

（学）さつき幼稚園

宇都宮市針ヶ谷町252-3

３８．Ｓｐａｒｋさつき

所在地

satuki@bird.ocn.ne.jp

〒321-0147

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成30年4月1日

028-612-2258

028-616-2622
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

・障がい福祉での経験年数が10年以上の職員を多く配置しており、より専門性の高い個別かつ小集団
でのプログラムを提供している。また、福祉サービスの中でも利用する方の入れ替わりが激しいサービ
スだが、4年の実績の中で卒業生（高校卒業）以外は継続して利用していただいている。職員の離職率
も低いことも要因と一つではある。子ども達と支援者との関係性も7年という時間の中で日に日に深
まってきていると実感できるほどになっている。
・活動の面では、保育士だけではなく、作業療法士の配置をし、応用的動作能力、社会的適応能力の向
上を促すプログラムの提供も行っている。また、ダンス教室や音楽療法、料理教室などは外部から講師
を招いて月に１～4回程度行っている。
・基本、ふらっと宇都宮は「毎日、おやつ作り」「毎日、公園で体を動かす」を希望する子ども達には
提供していますし、これからも変わることはありません。

有 宇都宮市全域
※地域によっては隣接する市町村も対応可。

給食費（1食　３５０円），おやつ代（1食　１００円），
その他必要に応じて外出費などを徴収

療育方針（力を入れていること）

・運営方針：放課後という貴重な時間の中で、様々な体験を通じて心豊かな人間形成を助長していく。
・支援方針4本の柱：①子ども達の笑顔を大切に
                             ②子ども達の声をきく。
                             ③自然にプラスの方向に。
                             ④放課後等デイサービスという枠にはめない。
・上記を踏まえて、集団生活への適応能力を活動を通して、向上させていく。
（協調性、社会性を向上させるプログラムを多く入れている。）
・また、自然とできることを増やせるようにプログラムもできる限り選択制にしている。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

14：30　受け入れ、自由時間
15：30　活動(レクレーションやおやつ作り)
16：30　公園、個別活動(創作活動等)
17：10　帰宅準備
17：30　送迎出発
  (保護者迎えの場合は19：30まで受け入れ可)
※季節や活動によって、時間等は変動する。

10：00　受け入れ、健康チェック
10：10　午前の活動（調理、外出等）
12：00　昼食
12：30　昼休み
13：30　午後の活動(おやつ作り、外出、プール等)
15：20　おやつ
15：40　帰宅準備
16：00　送迎出発
  (保護者迎えの場合は19：30まで受け入れ可)

療育の特色

毎週月曜日～土曜日
※祝日も営業

平日　14：30　～　17：30
休日　10：00　～　16：00

0950100610

放課後等デイサービス

（特非）ふらっと宇都宮

宇都宮市下岡本町4540-5

３９．ふらっと宇都宮

所在地

hida@furatto.or.jp

〒329-1104

10名

平成30年4月1日

028-678-2233

028-678-3128
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

４０．ふらっと宇都宮ゆう

所在地

hida@furatto.or.jp

〒321-0903

10名

平成30年4月1日

028-666-6982

028-666-7092

毎週月曜日～土曜日
※祝日も営業

平日　14：30　～　17：30
休日　10：00　～　16：00

0950100628

放課後等デイサービス

（特非）ふらっと宇都宮

宇都宮市下平出町899-4

・障がい福祉での経験年数が10年以上の職員を多く配置しており、より専門性の高い個別かつ小集団
でのプログラムを提供している。また、ふらっと宇都宮も同様に2部屋以上の指導訓練室があり、年齢
や障がい特性、性格等に応じて活動環境をわけて対応している。安心で安全ということは基本だが、個
別での対応のしやすさ、「その子に合わせたスペースの使い方」を支援の念頭におき、穏やかに楽しく
過ごせるような配慮を行っている。
・活動の面では、保育士をより多く配置し、応用的動作能力、社会的適応能力の向上を促すプログラム
の提供も行っている。また、ダンス教室や音楽療法、料理教室などは外部から講師を招いて月に１～4
回程度行っている。
・基本、ふらっと宇都宮ゆうは「毎日、おやつ作り」「毎日、公園で体を動かす」を希望する子ども達
には提供していますし、これからも変わることはありません。

有
宇都宮市全域

※地域によっては隣接する市町村も対
応可。

給食費（1食　３５０円），おやつ代（1食　１００円），
その他必要に応じて外出費などを徴収

療育方針（力を入れていること）

・運営方針：放課後という貴重な時間の中で、様々な体験を通じて心豊かな人間形成を助長していく。
・支援方針4本の柱：①子ども達の笑顔を大切に。
                             ②子ども達の声をきく。
                             ③自然にプラスの方向に。
                             ④放課後等デイサービスという枠にはめない。
・上記を踏まえて、集団生活への適応能力を活動を通して、向上させていく。
 （協調性、社会性を向上させるプログラムを多く入れている。）
・また、自然とできることを増やせるようにプログラムもできる限り選択制にしている。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

14：30　受け入れ、自由時間
15：30　活動(レクレーションやおやつ作り)
16：30　公園、個別活動(創作活動等)
17：10　帰宅準備
17：30　送迎出発
           (保護者迎えの場合は19：30まで受け入れ可)
※季節や活動によって、時間等は変動する。

10：00　受け入れ、健康チェック
10：10　午前の活動(調理、外出等)
12：00　昼食
12：30　昼休み
13：30　午後の活動(おやつ作り、外出、プール等)
15：20　おやつ
15：40　帰宅準備
16：00　送迎出発
           (保護者迎えの場合は19：30まで受け入れ可)

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

放課後等デイサービス・グローバルキッズメソッド今泉新町店です。
・今泉新町店では運動と学習をコンセプトにしています。
≪運動プログラム≫
・身体を動かすことを目的とした運動遊びや、カラフルな平均台や跳び箱を使ったサーキットトレーニ
ングの他にも、講師の方を招いてのダンス教室、ヨガ教室を定期的に実施し、子どもたちに身体を動か
すことの楽しさを提供いたします。
≪学習プログラム≫
・宿題のサポートや子どもたち一人ひとりに合ったプリント学習、療育教材での個別課題の提供、さら
には、パソコン学習を取り入れており、オンラインデジタル教材『すらら』や大人気ゲーム『マインク
ラフト』で“楽しく”学習に取り組める環境をご提供いたします。
・学習に取り組むフロアの他にも一面鏡張りのダンスフロアを備えており、サーキットトレーニングな
どの運動やダンス・ヨガ教室を行います。2か月に一度、講師の方を招いての親子ヨガ教室の実施も予
定しております。

有 学校～本事業所～ご自宅

おやつ代・レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・宿題のサポートやパソコン操作などの学習支援から、ダンスやヨガ、ストレッチなどの運動支援を、
一人ひとりの発達段階に合った内容で提供させていただきます。
・運動療法
・ソーシャルスキルトレーニング(SST)
・学習支援
・集団療育

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校への送迎
宿題
おやつ
学習支援・運動療育等諸活動・余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
学習支援・運動療育等諸活動・余暇
昼食
学習支援・運動療育等諸活動・余暇
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色

日・お盆・年末年始以外
平日10:00 19:00

土・祝：8:00 18:00

0950100636

放課後等デイサービス

ハッピーライフケア(株)

宇都宮市中今泉3-31-8

４１．グローバルキッズメソッド１８（今泉新町店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒321-0968

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成30年4月1日

028-615-7378

028-615-7379
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

４２．運動療育センター　こどもプラス宇都宮北

所在地

info@kp-utsunomiya-kita.com

〒321-0071

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成30年5月1日

028-678-5931

028-678-5932

月曜日～土曜日・祝日・学校休業日
(GW・お盆・年末年始を除く）

月曜日～金曜日14:00～17:15
土曜日・祝日・学校休業日

10:00～16:00

0950100651

放課後等デイサービス

エミオス(株)

宇都宮市野沢町70

・私たちの教室に通うことで、子供たちは集中力がつき、運動能力も向上していくことが学術的にも実
証されています。
・私たちが実施するプログラムは心と体の両面を育てることを大切にしています。
・決して目先の成果だけを求めず、5年後、10年後の姿を考えて支援させていただきます。

有 宇都宮市

おやつ代（1日￥70）教材費（1日￥30）その他必要に応じて徴収（課外教室等）

療育方針（力を入れていること）

・運動療育という活動を主軸に、学習、遊びを取り入れて総合的な療育を提供します。
・ただお子様を預かるだけではなく、カリキュラムを通してお子様の成長と発達を促すことを一番に考
えます。
・お子様が生き生きと過ごせる場所を提供し、ご家族と一緒にお子様の未来を考え、療育を実践しま
す。

一日のスケジュール

平日 土曜日・休日・長期休暇時

　
～15：30　　登所
　15：30　　始まりの挨拶
　15：40　　運動遊び(柳澤運動プログラム)
　　　　　　　静かな活動
　16：00　　おやつ
　16：20　　自由遊び
　17：05　　終わりの挨拶
　17：15　　退所

～10：00　　登所
　10：30　　始まりの挨拶
　10：40　　運動遊び(柳澤運動プログラム)
　　　　　　　静かな活動
　11：20　　戸外活動・他
　12：00　　昼食
　13：00　　自由遊び
　14：00　　午後の活動
　15：00　　おやつ
　15：45　　終わりの挨拶
　16：00　　退所

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

４３．ライフキッズ　ＲＡＩＮＢＯＷ

所在地

lifekids01@yahoo.co.jp

〒321-0974

10名

平成30年5月1日

028-650-3077

028-650-3078

毎週月曜日～土曜日
月～金　　14:30～17:30
土・祝日　10:00～16:00

0950100693

放課後等デイサービス

(株)ユナイテッドスターツ

宇都宮市竹林町1081-4
ネキストモールＤ

・障がいのある子供を持つ、パパとママが運営に携わっている事業所です。
・通所受給者証に記載されている負担上限月額以外はかかりません。（おやつ代・製作費・入場料・入
園料・乗り物代などもかかりません）
・活動内容の学習支援（毎日個別支援）社会科見学（工場・県庁など）体験学習（買い物・外食・イチ
ゴ狩り・合同BBQなど）運動支援（プール・3B体操など）創作活動（季節ごとの製作など）調理実習
など色々行っています。

有
宇都宮市及び鹿沼市

(但し自動車送迎30分圏内とする)

無し

療育方針（力を入れていること）

・子供達に本気で向き合い、一緒に笑い・喜びながら個々の特性に応じた支援を行う。
・就労に向け，SST（ｿｰｼｬﾙｽｷﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ）・PCｽｷﾙｱｯﾌﾟ・作業ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・社会人ﾏﾅｰ研修などを行いなが
ら、個々の長所を伸ばしてあげる支援を行う。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

　　下校時間　～　学校お迎え
　　１５：３０～　着替え
　　１６：００～　おやつ(買い物体験)
　　１６：３０～　個別活動(軽作業・勉強)
　　１７：００～　日報の作成
　　１７：２０～　帰りの準備
　　１７：３０～　ご自宅送り

　　　８：００～　自宅お迎え・個別活動(室内)
　　１０：００～　個別活動(軽作業・勉強)
　　１２：００～　昼食(買い物体験・外食体験)
　　１３：００～　個別活動(屋外)
　　１５：３０～　おやつ
　　１６：００～　個別活動(室内)・日報の作成
　　１７：３０～　ご自宅送り

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

・小規模な空間でスタッフが利用者様一人一人に対し、より親身になり、丁寧で細かい支援を
行い意欲や集中力向上を目指しています。
・近くには商業施設があり、広い空間や人が多い中での買い物学習なども行っています。ま
た、近隣の公園ではのびのびと体を動かすと同時に、公園に行くまでの交通ルールなどの習得
にも力を入れています。
・長期休暇にはイベントや外出（昔遊び大会、ろまんちっく村、子ども科学館など）にも力を
入れています。

有 要相談

おやつ代（１食５０円）・調理材料費・遠足代

療育方針（力を入れていること）

発達に支援が必要な就学児（小学校入学から高校卒業まで）を対象に、個々の特性に合わせた学習や障
害者施設や就職に向けた作業やマナー、その他に日常生活に関する技術の習得を目指して支援を行いま
す。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

１３:００　学校お迎え
１５:３０　事業所到着
　　　　　手洗いうがい・着替え・おやつ
　　　　　課題の実施
　　　　　（イベント関連の創作物・学習等）
１６:３０　掃除
１７:００　帰りの送迎開始

９:００　　送迎開始（ご家庭の事情に合わせ9時前からのご利用も可
能）
１０:００　事業所到着
　　　　　手洗いうがい・着替え・おやつ
　　　　　課題の実施
　　　　　（イベント関連の作成・学習等）
１２:００　昼食
１３:００　散歩・公園・体操・課題の実施
　　　　　　　　　　　　　　（イベント物作成等）
１５:００　おやつ
１５:３０　掃除
１６:００　帰りの送迎開始

※お弁当をご持参出来ない場合など、お気軽にお申し付け下さい。

療育の特色

月曜日から金曜日
平日　　　　午後１時から午後５時まで
学校休業日　午前９時から午後４時まで

0950100701

放課後等デイサービス

（有）Live

宇都宮市陽東1-3-2

４４．めばえ

所在地

mebae_houkago@yahoo.co.jp

〒321-0904

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成30年6月1日

028-660-5220

028-660-5220
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

放課後等デイサービス・グローバルキッズメソッド新宮の内店です。
・新宮の内店では、ロボットプログラミングやアナログゲームを使ったグループ療育を行います。
・ゲームで遊ぶから学ぶへ・・・子ども達の興味・関心を引き出しながら、レゴのロボットや、話題の
NINTENDO LABOを導入し、ソーシャルスキルや論理的思考力や推理・課題解決能力の向上をサポー
トします。

有 学校～本事業所～ご自宅

おやつ代・レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・次世代学習をテーマに、ロボットプログラミングやアナログゲームを使ったグループ療育を提供して
います。
・ソーシャルスキルトレーニング(SST)・集団療育

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校への送迎
宿題
おやつ
学習支援・諸活動・余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
学習支援・諸活動・余暇
昼食
学習支援・等諸活動・余暇
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色

日・お盆・年末年始以外
平日10:00 19:00

土・祝：8:00 18:00

0950100719

放課後等デイサービス

ハッピーライフケア(株)

宇都宮市宮の内3-181-1

４５．グローバルキッズメソッド２１（新宮の内店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒321-0131

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成30年7月1日

028-688-7866

028-688-7867
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

なないろキッズSmileではお子様が安心して過ごせる居場所として、また将来に向けて自立を目指し、
学習支援・生活支援・コミュニケーション支援や運動療育など、一人一人に寄り添った手厚い支援をさ
せて頂いております。できることを増やしていくことが私共の役目だと思っております。

有 主に宇都宮市内

おやつ代（一日50円）・工作費別途請求

療育方針（力を入れていること）

・将来に向けての自立支援、できることが増えるように日々支援して行くこと。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

　14:30～　宿題
　14:45～　個別活動
　15:00～　始まりの会
　15:15～　おやつ
　16:00～　集団活動
　16:30～　体操
　17:15～　帰りの会

　10:00～　始まりの会
　10:15～　個別活動
　12:00～　昼食
　13:30～　体操
　14:00～　集団活動
　15:00～　おやつ
　16:15～　帰りの会

療育の特色

毎週月曜日～水曜日・金曜日～土曜日
月・火・水・金　14:30～17:30

土・祝日　10:00～16:30

0950100735

放課後等デイサービス

(株)春空

宇都宮市松原3-9-15

４６．放課後等デイサービス　なないろキッズＳｍｉｌｅ

所在地

nanairo.kids.smile@gmail.com

〒320-0041

10名

平成30年12月1日

028-305-7475

028-307-0218
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

４７．こどもサポート教室「きらり」宇都宮海道校

所在地

kirari.utsunomiyakaido@kurazemi.co.jp

〒321-0971

10名（児発と放デイ合わせて10名）

平成30年12月1日

028-611-1600

028-611-1600

毎週月曜日～土曜日 １０：００～１９：００

0950100743

放課後等デイサービス

(株)クラ・ゼミ

宇都宮市海道町812-7

・発達状況の異なるこどもたちの成長、発達した部分を見つけやすい環境を整え、こどもたち
が出来るようになった小さな変化にもしっかりサポートするため専門スタッフがマンツーマン
で対応いたします
・自ら「行きたい」と思ってもらえる楽しい療育を行うため、お子様一人ひとりの興味関心に
合わせたオリジナルの教材でサポートします
・お楽しみイベント等の小集団活動を定期的に行っております。また、担当のスタッフが事業
所内相談支援を実施し、お子様の現状や今後の進路等について、保護者様とゆっくりお話をさ
せて頂く機会があります

無

印刷代（モノクロ10円、カラー20円）

療育方針（力を入れていること）

私たちは「一人ひとりがきらりと輝けるように」をビジョンに“より良い療育”を目指しています。
こどもたち一人ひとりには個性があり、飛躍できる能力があります。そうしたこどもたちの成長の芽を
大きくしていくことが私たちの使命です。
発達支援研究所との連携により 先端の研究を実践することで、専門スタッフのスキルが向上し“より
良い療育”の実現に努めております。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

   　 各）１０：００～　　　　　１５：００～
　　　 　１１：００～　　　　　１６：００～
　　　　 １３：００～　　　　　１７：００～
　　　　 １４：００～　　　　　１８：００～

　各時間帯にて約１時間の療育を行っています。
　療育時間以外にその日に担当した指導員からの
フィードバックの時間を含む１時間になっており
ます。

   　 各）１０：００～　　　　１５：００～
　　　 　１１：００～　　　　１６：００～
　　　　 １３：００～　　　　１７：００～
　　　　 １４：００～　　　　１８：００～

　各時間帯にて約１時間の療育を行っています。
　療育時間以外にその日に担当した指導員からの
フィードバックの時間を含む１時間になっており
ます。

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担
以外にかか

る費用

４８．放課後等デイサービス　ポコアポコ

所在地

aiaikai@eagle.ocn.ne.jp

〒　321-0341

２０名

平成31年4月1日

028-652-7288

028-652-6355

毎週月曜日～金曜日
平日：放課後～18：00

学校休業日・祝日：9：00～17：
30

0950100768

放課後等デイサービス

（社福）藹藹会

宇都宮市古賀志町1964-12

・エデュケアライズグループ（社会福祉法人藹藹会、認定こども園まこと幼稚園など）として乳幼児
　期から成人期まで体系的な支援体制が整っています。
・主に身体に障がいを抱える子どもたちの放課後の時間を支援しています。
・活動では、スヌーズレン、里山教育、箱庭療法、生活訓練（入浴等）、地域交流など、様々な体験
　活動の時間があります。
・お食事は各種形態（刻み食、ペースト食など）に対応しています。
・夏休みには、「サマースクール」を開催し充実したプログラムを提供しています。

有 宇都宮市・鹿沼市・日光市

　　おやつ代：50円／回　　入浴代（光熱水費として）：200円／回
　　昼食代：596円／食　　 創作活動費：実費　　　　他

療育方針（力を入れていること）

「やわらかいまなざしに包まれるコミュニティ」をコンセプトに自然豊かな環境の中で、人生における
大切な時間を豊かに過ごせるようにしていきます。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

下校時間～　　学校お迎え
　　　　　　　受け入れ・健康観察
　　　　　　　個別プログラム
　　　　　　　・入浴
　　　　　　　・リハビリ訓練
　　　　　　　・活動
17：30～　　ご自宅送り

9：00～　　　ご自宅迎え
　　　　　   　受け入れ・健康管理
　　　　　　　個別プログラム
　　　　　　　・入浴
　　　　　　　・昼食
　　　　　　　・活動
　　　　　　　・外出
16：30～　　 ご自宅送り

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

・全国書写書道教育振興会主催による「全国ひらがなかきかたコンクール」受賞者毎年出ています。
・「ひら書き指導者ライセンス」も受講することができ、指導者ライセンスを取得した生徒もいます。
・中高生の希望者には 施設に於いて「下野模擬テスト」を実施しています。落ち着いて、日頃利用して
いる施設内で受けることができます。
・家族的な雰囲気の施設です、毎年夏と冬にはお楽しみ会などイベントもたくさん開催をしています。
・「家庭」「学校」「放課後等デイサービス」の連携を大切に支援を進めています。
・県立高校や私立高校への合格実績も毎年あります。

有 相談時にご相談下さい。

テキスト代（学年変更時2000円）おやつ代（１個40円）
必要に応じて教材費などは徴収

療育方針（力を入れていること）

・学習支援がメインの放課後等デイサービスです。
・宿題支援、授業にそった内容の月別学習支援を作成し,一人一人にあった個別の学習支援を行っていま
す。
・テスト前の中間・期末時には、しっかりとしたテスト対策をして望めるように支援をすすめていま
す。
・中高生には受験や卒業後にいかせる「漢字検定・書写検定・ひら書き指導者ライセンス・パソコン検
定」などの資格習得も推進もし、当施設での受験が可能です。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

　学校(自宅）へのお迎え
　　　↓
　健康チェック・検温・消毒
　　　↓
　宿題支援（丁寧に確認）
　　　↓
　エスポ学習支援（中間・期末テスト対策及び
進路対策学習）
　　　↓
　ご自宅へお送り

※平日と同様の学習支援をしています。
（教科の復習・単元の遅れ等の支援をします）

療育の特色

毎週月曜～土曜
平日12：30～1９：30

土曜日12：30～1６：３0
学校長期休業日9：00～17：00

0950100776

放課後等デイサービス

（同）Brave

宇都宮市陽西町2-13
コーポ宝101

４９．エスポワール２

所在地

brave.espoir2@gmail.com

〒320-0063

10名

平成31年4月1日

070-3833-2131

028-643-7520
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

５０．キッザスオハナ江曽島

所在地

sp.ohana01@mx1.alpha-web.ne.jp

〒321-0107

10名

令和元年５月１日

028-680-5146

028-680-5147

月曜日～土曜日・祝日
平日　13:30～17:30

土・祝・長期休暇　10:00～16:30

0950100784

放課後等デイサービス

(株)ホアラウナ

宇都宮市江曽島３-2547-５
ディマンドハイツE棟101号室

　　　事業所の名前の由来・・・kids（子ども）＋asu（明日）　　＋　　オハナ（ハワイ語で家族）

私たちは名前の由来通り、子供たちの小さな兆しにも気付き
明日（未来）へと導いていける家族のような存在でいたいと考えています

会社設立より地元に愛され福祉サービス１本
　これからもいつまでも…

パンフレットを用意しておりますので資料請求をしてください。
また、いつでも見学可能ですのでお問い合わせください。

有 宇都宮市内

おやつ代（１日５０円）、創作や調理などの材料費、
その他事業所外活動にかかる入場料や入園料などの実費

療育方針（力を入れていること）

＜日常生活訓練型＞
社会生活に必要な日常生活訓練や創作活動、興味好奇心を養い、子供たちの能力を高めます。
活動内容紹介・・・職員手作りの工作、簡単なお菓子作りや調理実習、アナログゲーム、体育館にて運
動、社会科見学、親子BBQ、SST、学習支援、感覚統合、公園活動など

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

　
１３：３０～　来所・健康チェック・検温
１５：００～　個別課題活動
１５：３０～　おやつ
１６：００～　創作活動・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ等
１７：００～１７：３０
　　　　　　　後片付け　帰りの会
　　　　　　　送迎　帰宅

　９：３０～　来所・健康チェック・検温
１０：００～　創作活動・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・療育活動
１２：００～　昼食・昼休み
１３：００～　創作活動・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・療育活動
１５：００～　おやつ
１５：３０～１６：３０
　　　　　　　個別課題活動
　　　　　　　自由時間
　　　　　　　後片付け　帰りの会
　　　　　　　送迎　帰宅

＊活動内容によりスケジュールは変わります

療育の特色

ＨＰもみてね！
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

５１．サニーハート　宝木

所在地

info@sunny-heart.co.jp

〒320-0074

10名

令和元年5月1日

028-612-8128

028-612-8129

月曜日～土曜日 9：00～17：30

0950100800

放課後等デイサービス

(株)サニーハート

宇都宮市細谷町580-5

　・知的障がい・発達障がい児対象の放課後等デイサービス施設です。
   ・のびのびと体を動かすことのできる広い施設です。
　・運動・音楽・学習を基本とし、個々楽しく取り組めるようなカリキュラムを提供しています。

有 宇都宮市内

おやつ代（1日 50円）・外出時の施設利用料・昼食代 等

療育方針（力を入れていること）

・規則正しい生活を通じて、基本的な生活習慣や社会性に身に付ける。
・学校や家庭と連携を図り、お子様の成長過程に合わせた活動をサポートいたします。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

　　13：30～　学校お迎え
　　14：00～　入室・バイタルチェック・おやつ
　　14：45～　個別or集団活動
　　15：30～　自由あそび
　　16：15～　帰宅準備
　　16：30～　送り出発

　午前
  　9：00～　受け入れ・お迎え
　　　　　　　バイタルチェック・朝の会
　10：00～　個別or集団活動
　11：30～　昼食・のんびりタイム
　14：30～　おやつ
　15：00～　個別or集団活動
　16：00～　清掃タイム・帰りの会・帰宅準備
　16：30～　送り出発

　・ご利用人数によりお散歩・外出もいたします。
　※ 外出等は状況など考慮し決定しております。

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

・活動のカレンダーを前月に作成し、希望の活動日を選択して利用できます。
・一軒家で家庭的な環境の下、利用者が落ち着いて過ごせます。
・日祝日も営業し、昼食の希望者には、手作りの食事を提供しています。
・学校、自宅までの送迎を行っています。

有 　宇都宮市内

おやつ1日50円、食事（日祝）を頼む場合1日400円、その他必要に応じて活動費を徴収

療育方針（力を入れていること）

・集団生活に適応し、安心して楽しく過ごせる場を提供します。
・外出・クッキング・工作・季節行事などの活動を通じ、社会性を身に付けます。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

放課後　13：00～　お迎え
　　　　15：00～　おやつ
            16：00～　活動
　　　　　　　　　（活動計画に沿った内容）
            16：50～　帰りの会
            17：00～  　送迎

　  　9：00～　　お迎え
　　10：20～　　朝の会　　荷物整理、トイレ
　　11：00～　　活動
　　12：00～　　昼食
　　14：00～　　活動
　　15：00～　　おやつ
　　16：50～　　帰りの会
　   17：00～　　送迎

療育の特色

月、火、水、木、金、日
土曜定休日

平日・13:00～17:00
日祝・  9:00～17:00

0950100818

放課後等デイサービス

(株)Ｏrigin

宇都宮市東町54-4

５２．フレンズ東町

所在地

f-higashimachi@originjp1.jp

〒321-0985

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和元年８月１日

028-678-5710

028-678-5716
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

５３．グローバルキッズメソッド２５（峰店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒321-0942

10名

令和元年9月1日

028-612-8565

028-612-8566

日・お盆・年末年始以外
平日10:00 19:00

土・祝：8:00 18:00

0950100826

放課後等デイサービス

ハッピーライフケア（株）

宇都宮市峰3-2-1

放課後等デイサービス・グローバルキッズメソッド峰店です。
・峰店では、学習×工作をコンセプトにしています。
・宿題のサポートや子どもたち一人ひとりに合ったプリント学習、療育教材での個別課題の提供、さら
には、パソコン学習を取り入れており、オンラインデジタル教材『すらら』や大人気ゲーム『マインク
ラフト』で“楽しく”学習に取り組める環境をご提供いたします。
・工作の部屋を学習や活動のフロアとは別で用意しており、工具等も豊富に取り揃えています。本格的
な物作りが可能です。
・「カプラ」という積み木や任天堂ラボを導入し、立体設計を体験し、メンタルローテーション（立体
を頭の中で回転させる能力）を養うことができます。

有 学校～本事業所～ご自宅

おやつ代・レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・学習をコンセプトにパソコン、工作と様々な活動が部屋ごとに出来るようになっています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校への送迎
宿題
おやつ
学習支援・運動療育等諸活動・余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
学習支援・運動療育等諸活動・余暇
昼食
学習支援・運動療育等諸活動・余暇
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

５４．グローバルキッズメソッド２６（江曽島店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒321-0102

10名

令和元年9月１日

028-612-7714

028-612-7715

日・お盆・年末年始以外
平日10:00 19:00

土・祝：8:00 18:00

0950100834

放課後等デイサービス

ハッピーライフケア（株）

宇都宮市江曽島町1412-5

放課後等デイサービス・グローバルキッズメソッド江曽島店です。
・江曽島店では、学習をコンセプトにテーマ学習やグループワーク、工作等を行います。
・ふれあい囲碁を導入するなど、人々の交流を大切にしています。

有 学校～本事業所～ご自宅

おやつ代・レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・学習をコンセプトにテーマ学習やグループワーク、工作等を行います。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校への送迎
宿題
おやつ
学習支援・運動療育等諸活動・余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
学習支援・運動療育等諸活動・余暇
昼食
学習支援・運動療育等諸活動・余暇
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

放課後等デイサービス・グローバルキッズメソッドゆいの杜です。
・ゆいの杜店では、宿題のサポートや子どもたち一人ひとりに合ったプリント学習、療育教材での個別
課題の提供、さらには、パソコン学習を取り入れており、オンラインデジタル教材『すらら』や大人気
ゲーム『マインクラフト』で“楽しく”学習に取り組める環境をご提供いたします。

有 学校～本事業所～ご自宅

おやつ代・レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・学習をコンセプトに主にパソコンを使用した活動を行っています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校への送迎
宿題
おやつ
学習支援・運動療育等諸活動・余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
学習支援・運動療育等諸活動・余暇
昼食
学習支援・運動療育等諸活動・余暇
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色

日・お盆・年末年始以外
平日10:00 19:00

土・祝：8:00 18:00

0950100842

放課後等デイサービス

ハッピーライフケア（株）

宇都宮市ゆいの杜6-17-1

５５．グローバルキッズメソッド２７（ゆいの杜店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒321-3226

10名

令和元年１２月１日

028-612-5066

028-612-5067
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

５６．ちゃれんじ細谷店

0950100859

放課後等デイサービス

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和2年1月1日

(株)challenge

〒320-0074

宇都宮市細谷町238-11
ルシール細谷E棟

028-688-0241

028-688-8995

１３：３０　 学校お迎え・荷物整理・宿題・自由時間
１５：００　おやつ
１６：００　グループ指導（体操・リズム運動・調理支援）
　　　　　　課題活動・個別支援（工作・おやつ作り）
１７：００　自由時間
１７：１５　帰りの準備・掃除・帰りの会
１７：３０　送迎

  ９：３０　 入所・荷物整理・排泄
　　　　   　自由あそび・水分補給
１０：００　グループ指導（体操・リズム運動・朝の会）
　　　　　　課題活動・個別支援（水あそび・散歩・戸外あそ
び
　　　　　　製作・運動あそび・プールあそび）
１１：３０　排泄・手洗い・昼食準備
１１：４５　昼食・後片付け・歯磨き
　　　　　　口腔マッサージ・着替え
１２：４５　自由あそび・休息
１３：３０　個別指導
１４：３０　排泄・手洗い・おやつ
１６：００　送迎

療育の特色

【ちゃれんじの特徴】
・専門性高いスタッフ在籍（国家資格保有者：保育士、作業療法士、柔道整復師）
・医療でも実施されている専門家による栄養カウンセリング、指導
・曜日別カリキュラム　体操教室　調理支援（おやつ、お昼作り）スキルアップトレーニング
　社会活動　ロボットプログラミング　音楽教室　グループワーク　グラビティ
・支援以外でのスタッフ勉強会の時間を確保
・子供達、親御様の豊かな未来にフォーカス支援
　（親と一緒の運動会、他施設と合同BBQ、親への個別面談支援）

所在地

おやつ代、昼食代

療育方針（力を入れていること）

ADHD,自閉症など、就学前から高校生までを対象としております。体は食べた物でできています。食
事指導支援と運動遊び（体操教室）をコンセプトに 自立と協調性の育みを目指します。自信をつける関
わり方で子供と親御様に豊かな未来提供を方針としております。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

challenge.kids.2020.1@gmail.com

月曜日～土曜日 １０時～１７時３０分

有 施設～片道３０分以内
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

放課後等デイサービス・グローバルキッズメソッド下栗店です。
・下栗店では、宿題のサポートや子どもたち一人ひとりに合ったプリント学習、療育教材での個別課題
の提供、さらには、パソコン学習を取り入れており、オンラインデジタル教材『すらら』や大人気ゲー
ム『マインクラフト』で“楽しく”学習に取り組める環境をご提供いたします。

有 学校～本事業所～ご自宅

おやつ代・レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

学習をコンセプトに主にパソコンを使用した活動を行っています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校への送迎
宿題
おやつ
学習支援・運動療育等諸活動・余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
学習支援・運動療育等諸活動・余暇
昼食
学習支援・運動療育等諸活動・余暇
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色

日・お盆・年末年始以外
平日10:00 19:00

土・祝：8:00 18:00

0950100883

放課後等デイサービス

ハッピーライフケア（株）

宇都宮市下栗1-25-7

５７．グローバルキッズメソッド２８（下栗店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒321-0924

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和2年2月1日

028-688-7651

028-688-7652
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

５８．Study Bambi 鶴田教室

所在地

info-tsuruta@studio-bambi.net

〒320-0851

10名

令和2年2月1日

028-678-6786

028-678-8002

毎週月曜日～土曜日
平日　14時30分～17時30分

学校休業日　10時～16時

0950100867

放課後等デイサービス

Studio-Bambi(株)

宇都宮市鶴田町1305-3

　Study Bambi鶴田教室は様々な障がいを持った子どもたちが心から安らげる居場所づくりをしてお
ります。子どもたちが特につまずきがちな「学習」を中心に、支援、療育を行っております。
　「できた！」「わかった！」「楽しかった！」をたくさん感じてもらえるよう、スタッフ一同努めて
おります。
　毎日、子どもたち自らが学習の計画を立てることで、自分でスケジュール管理ができるよう、ひいて
は自立ができるよう、サポートしております。レゴやパソコン、マインクラフトを導入し、IT教育、プ
ログラミング教育を取り入れたり、思考力を高める学習も進めております。
　ビジョントレーニングでは、子どもたちが苦手とする「空間認知力」「論理能力」などの向上を目指
しています。いずれも子どもたちの将来や可能性を考えたプログラムになっております。
★バンビの療育内容について、詳しくはＨＰやブログ等をご覧ください★

有 応相談

おやつ代無料、その他必要に応じて実費（科学実験などの材料費）

療育方針（力を入れていること）

①学習　　　　　（お子様の発達や学年に対応し個別に指導します。学習ソフト「天神」もあります）
②言語療育　　　（言語聴覚士が毎週水曜日に個別に療育を行っております）
③IT・プログラミング（パソコンやタブレット、マインクラフトを使ってプログラミング教育を進めています）
④ビジョントレーニング（ピグマリオン教材などを使い、空間認知力、論理能力の向上を目指しています）
⑤工作学習　　　（季節の話題に触れながら、巧緻性や創造力を高めています）

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

14:30～      　　入室、健康観察、検温、手洗い・うがい
14:30～15:00　当日の計画を立てる→学習（宿題）
15:00～15:15　おやつ（バンビ商店、買い物の練習）
15:15～15:45　学習（宿題）
15:45～16:00　休憩
16:00～16:30　レクレーション活動または学習
16:30～16:45　休憩
16:45～17:15　レクレーション活動または学習
17:15～17:30　休憩
17:30～            退室

10:00～10:30　入室、健康観察、検温、手洗い・うがい
　　　　　　　　 当日の計画を立てる→学習（宿題）
10:30～10:45　休憩
10:45～11:15　学習（宿題）
11:15～11:30　休憩
11:30～12:00　学習（宿題）
12:00～13:30　昼食、休憩
13:30～15:00　レクレーション活動
15:00～15:15　おやつ（バンビ商店、買い物の練習）
15:15～15:45　自由活動
15:45～16:00　帰宅の準備、退室

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

５９．ソフィアキッズ教室

所在地

sophia.kids.2020.1@gmail.com

〒320-0851

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和2年3月1日

028-666-0752

028-666-5597

月～土、長期学校休業日、8月14日～8月15
日と12月30日～1月2日以外の国民の祝日。

　月～金　　14：00～17：00
　学校休業日　10：00～17:00

0950100891

放課後等デイサービス

(株)ソフィア

宇都宮市鶴田町3375-71 メゾン・
ド・アン1０１

 平日の個別療育は、主に学習支援になりますが、長期休暇や土曜日が開所の時は、学習支援以外に
　発達の特性に応じての身辺自立の練習、社会性の向上を図るための練習、コミュニケーション力の
　練習、進学・進路支援、就労に向けての就労特化型支援、外出、見学、保護者様との係わりの時間
　等を組み込む療育となっています。ご利用様のご兄弟姉妹様への支援と、保護者様支援や連携と気
　持ちに寄り添った支援を考えています。
 厚生労働省が提示する放課後等デイサービスガイドラインに則り、私たちの基本的な役割は、
・本人支援「自己肯定感」「達成感」「仲間形成」「孤立の防止」
・子どもの 善の利益の保障
・共生社会の実現に向けた後方支援
・保護者支援　であることに、力を注ぎ努力します。

有 　宇都宮市、鹿沼市

・創作的活動に係る材料費　実費
・教材費　実費　（テキスト代など）
・おやつ（おせんべい2枚位）や飲み物代（麦茶か水程度）は無料です。

療育方針（力を入れていること）

・支援提供時間内で、一人ひとり、45分間の個別学習支援を職員がマンツーマン対応しています。子どもの気持ちに寄り添っ
て、子どもの心身の状況を聞いたり話し合いながら、宿題だけで終わりとか、ソフィアキッズ教室のプリント学習だけで終わ
り等で、いいのです。少しずつ進む、スモールステップが大切で、その子に合ったペースで、行いたいと思っています。です
が、私たちが、そのことを忘れたときは、どうぞ、お母様たちが私たちに子どもの代わりに代弁してください。「子どもの話
を聞いて進めて下さい。」と。その言いにくい言葉を伝えて下さったことに、感謝し一緒に育む経営者でありたい。と、思っ
ています。一日のプログラムはありません。その子に合ったプログラムを組み立てて進みます。まだまだ未熟ですが、選んで
いただける施設をと願っています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

・学校終了後→入室→排泄→健康チェック→体温測定→
水分補給→挨拶
・子どもと活動内容確認、プログラムを組み立てる。
（静活動・マンツーマンの個別学習支援…宿題は何？ど
れくらい、用意したプリント学習はできるかな？、おや
つはいつ食べるか？など。）、（動活動・集団療育…バ
トミントン、公園で遊ぶ、散歩、紙芝居、簡単なおやつ
を作って食べよう、など。）

・入室→排泄→健康チェック→体温測定→水分補給
挨拶
・子どもと活動内容確認、プログラムを組み立てる。
（静活動・マンツーマンの個別学習支援……平日と同
じ）、（動活動…平日と同じ）。
・その他　　外出（見学、体験、食事、買い物、散歩、
公園で遊ぶ、クッキング、製作、地域との交流など。

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

・重症心身障がい児対象の放課後等デイサービス施設です。
・介護、看護スタッフも充実し、ご利用者様の能力に合わせた療育方法を検討して個別性を重視し対応
　しております。
・主治医、訪問看護ステーション看護師との情報共有の上で作成した個別支援計画に沿って
　安全かつ適切に医療行為やリハビリを行っていきます。

有 宇都宮市内

給食代（１回 450円・ペースト可）、おやつ代（１回 50円・ペースト可）
外出時の施設利用料

療育方針（力を入れていること）

・規則正しい生活を通じて生活習慣や社会性を身に付ける。
・学校やご家庭との連携を図り、ご利用者様の成長過程に合わせた活動をサポートする。
・安全かつ適切に医療行為やリハビリを行う。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

 13：30～　学校お迎え
 13：30～　入室、バイタルチェック、
　　　　　　 おやつ・注入など
 15：00～　個別・集団活動（医療行為・リハビ
リ）
 16：30～　帰宅準備
 17：00～　送り出発

   9：00～　受け入れ・お迎え・バイタルチェック
 10：00～　個別・集団活動（医療行為・リハビ
リ）
 12：00～　昼食（注入・内服等）
 13：30～　個別・集団活動（医療行為・リハビ
リ）
 15：00～　おやつ・注入など
 16：30～　帰りの会、帰宅準備
 17：00～　送り出発

　※ 外出等は状況など考慮し決定しております。

療育の特色

月曜日～土曜日 9:00～17:30

0950100909

放課後等デイサービス

(株)サニーハート

宇都宮市岩曽町1307-2

６０．サニーハート　岩曽（主たる障がい：重症心身障がい児）

所在地

info@sunny-heart.co.jp

〒321-0973

5名（児発と放デイ合わせて5名）

令和2年3月1日

028-612-8091

028-621-8092
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

６１．グローバルキッズメソッド３１（新中戸祭店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒320-0052

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和2年4月1日

028-666-4488

028-666-4489

日・お盆・年末年始以外
平日10:00 19:00

土・祝：8:00 18:00

0950100917

放課後等デイサービス

ハッピーライフケア(株)

宇都宮市中戸祭町850-17

放課後等デイサービス・グローバルキッズメソッド新中戸祭店です。
・新中戸祭店では、学習をコンセプトにしています。
・宿題のサポートや子どもたち一人ひとりに合ったプリント学習、療育教材での個別課題の提供、さら
には、パソコン学習を取り入れており、オンラインデジタル教材『すらら』や大人気ゲーム『マインク
ラフト』で“楽しく”学習に取り組める環境をご提供いたします。
・プログラミング教材の「すてむぼっくす」やVRでリアルな場面を体験できるSST教材「emou（エ
モウ）」を導入しています。また、ディズニーの世界を楽しみながらプログラミングが学べる「テクノ
ロジア魔法学校」も好評です。

有 学校～本事業所～ご自宅

おやつ代・レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・学習をコンセプトにパソコンやブロックによるプログラミング学習を中心に行います。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校への送迎
宿題
おやつ
学習支援・諸活動・余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
学習支援・諸活動・余暇
昼食
学習支援・等諸活動・余暇
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

◎学習を中心に自己肯定感を高めていけるよう支援しています。

◎勉強が嫌いなお子様やお友達付き合いが苦手なお子様もグループワークやゲームを通して、
　他者との関わり方、社会性を身につけていきます。

◎勉強と自由時間の時間割を設定することで、メリハリを持ち集中して学習に取り組めます。

◎教室内には個室も用意しており、個別での療育と共に集中できる環境を整えております。

有 応相談

おやつ代無料、その他必要に応じて実費（入園料、調理実習など）

療育方針（力を入れていること）

学習支援を中心にさまざまな内容のレクレーションや療育活動を取り入れています。
★プログラミングデー（アンプラグドプログラミング）
★わくわくday（工作、ビジョントレーニング）
★LEGOプログラミング(IT教育・空間認知・問題解決能力)
★言語聴覚士による療育 小集団でのコミュニケーションのトレーニング
★外国人講師による英語活動
★科学実験　★タイピング   ★マインクラフト

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校への送迎
検温・スケジュールの確認・学習の準備
14：30～
★がんばるタイム（30分）
（宿題・タイピング）
★ゆっくりタイム（15分）
↑交互に時間割を設定しています。
16:00～
★レクレーション（計画に基づいて日替わり）
退室

送迎・入室
検温・スケジュールの確認・学習の準備
10:00～
★がんばるタイム（30分）
（宿題・タイピング）
★ゆっくりタイム（15分）
↑交互に時間割を設定しています。
12:00～　お昼ご飯・自由時間
14:00～　レクレーション
退室

療育の特色

毎週月曜日～土曜日
平日　14時30分～17時30分

学校休業日　10時～16時

0950100925

放課後等デイサービス

Studio-Bambi(株)

宇都宮市泉が丘5-7-14
ワイズビル２階

６２．Study Bambi 泉ヶ丘教室

所在地

studybambi.izumigaoka@gmail.com

〒321-0952

10名

令和2年4月1日

028-678-8870

028-678-8308
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

６３．グローバルキッズメソッド３３（新鶴田店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒320-0851

10名

令和2年6月1日

028-666-4494

028-666-4495

日・お盆・年末年始以外
平日10:00 19:00

土・祝：8:00 18:00

0950100958

放課後等デイサービス

ハッピーライフケア(株)

宇都宮市鶴田町1184-12

放課後等デイサービス・グローバルキッズメソッド新鶴田店です。
・新鶴田店では、学習をコンセプトにしています。
・プログラミング学習が身近に楽しめる「レゴプログラミング」を導入しています。
・VRでリアルな場面を体験できるSST教材「emou（エモウ）」を導入しています。また、ディズ
ニーの世界を楽しみながらプログラミングが学べる「テクノロジア魔法学校」も好評です。
・宿題のサポートや子どもたち一人ひとりに合ったプリント学習、療育教材での個別課題の提供、さら
には、パソコン学習を取り入れており、オンラインデジタル教材『すらら』や大人気ゲーム『マインク
ラフト』で“楽しく”学習に取り組める環境をご提供いたします。

有 学校～本事業所～ご自宅

おやつ代・レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・学習をコンセプトにパソコンやブロックによるプログラミング学習を中心に行います。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校への送迎
宿題
おやつ
学習支援・諸活動・余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
学習支援・諸活動・余暇
昼食
学習支援・等諸活動・余暇
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

６４．グローバルキッズメソッド３６（新下栗店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒321-0924

10名

令和2年7月1日

028-612-8872

028-612-8873

日・お盆・年末年始以外
平日10:00 19:00

土・祝：8:00 18:00

0950100966

放課後等デイサービス

ハッピーライフケア(株)

宇都宮市下栗1-25-7

放課後等デイサービス・グローバルキッズメソッド新下栗店です。
・新下栗店では、運動を楽しい遊びという形に変えて、お子様の自己肯定感や自己コントロール、社交
性を養います。外部から体操の先生を招いたり、スタッフにも元体操の先生がいたりと、運動療育に対
して確かな専門性があります。
・運動をより長く、楽しく続けられるように「チャレンジカード」を使用し、走る・投げる・飛ぶ等の
各項目をクリアしたらスタンプが貰えるようにしました。
・「スポーツスタッキング」という12個のプラスチック製のカップを決められた形に積み上げたり、
片したりするスピードを競う競技に力を入れてます。また「カーレット」というカーリングに似た手法
のゲームも好評です。

有 学校～本事業所～ご自宅

おやつ代・レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・運動療法・ソーシャルスキルトレーニング(SST)・個別療育・集団療育

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校への送迎
宿題
おやつ
学習支援・諸活動・余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
学習支援・諸活動・余暇
昼食
学習支援・等諸活動・余暇
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

６５．ＡＮＤＹ（アンディ）

0950100941

放課後等デイサービス

10人（児発と放デイ合わせて）

令和2年11月1日

（合）Crew

所在地

午前9時～午後5時 ※ 17時半まで延
長応相談

（午前の部・午後の部の2部制）

応相談（片道20分以内は対応）

〒320-0065

宇都宮市駒生町3351-29

080-7650-4331

月曜日～金曜日
（※土日祝にイベント開催の場合有）

有

andy.utnmy@gmail.com（https://andy.llccrew.com/）

昼食持参にて午前午後通しての預かり可。
※ 長期休暇のみの利用は不可。

療育の特色

・個別支援、少集団での支援を行います。
・言語聴覚士、心理士も在籍しているので、言語・心理面も専門的に観察し計画を作成しています。
・午前と午後の部どちらか各1～3時間お預かりします。
・教室は、集中できるように空間を個別に区切りながらも、アットホームな温かい雰囲気で、のびのびと
過ごせる環境です。
・スタッフに保育士が多数在籍している特性を生かして、工作などの活動や、プリント教材はなるべく少
なく、学習教材もオリジナル、具体物やテーブルゲームなどを使った学習支援を行います。
・宇都宮LDサポートセンターとも連携しており、学習障害などの各種専門検査も行っています。

イベント参加の場合の参加費、教材費（必要な場合のみ）

療育方針（力を入れていること）

小学1年～6年生までの発達や学習に不安のあるお子様を対象に学習支援を中心に、コミュニケーショ
ン、心理等支援を行います。はじめにお子様の各能力の凸凹のアセスメントを行い、それぞれの子の特性
にあった学習方法を見つける支援を行っています。特に学習障害（LD）の支援に力を入れ、専門性の高い
支援を行っています。また、午前中の利用も受け付けております。自分を理解し、得意を見つけ、苦手を
減らし、自信を持てるように支援を行っています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

【利用例：午後2時間利用の場合】
 ①登所（保護者送り 又は 学校等へお迎え）
 ②宿題（施設で行わない場合は③ ）
 ③学習支援
　・例A：PC、タブレットを使っての学習支援
　・例B：オリジナル教材での学習支援
　・例C：ボードゲームを使った学習支援
　※支援A～Cはお子様個々に合わせて計画します。個人の様子に合わ
せて30分 1時間ほど
 ④自由遊び 又は 学習以外の支援
 ⑤降所（保護者お迎え 又は 自宅へお送り）

※ 午前の部は9：00～12：00、午後は14:00～17:00
※ 言語聴覚士による完全個別支援も行っております（別途予約制）。
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

１．学習支援
お子様の学年や発達段階に合わせて、学校での学習をサポートします。
コペルオリジナルの算数・国語プリントを使って個別のレベルに合わせたプリント学習を行います。
２．子ども主体のソーシャルスキルトレーニング
集団生活で必要なスキルとして、学習への姿勢、対人関係、セルフコントロール、ルール理解の課題に取り組み
ます。自分の行動に対する客観的な視点を育て、学校や社会に適応する力を育てます。
３．感覚統合からのアプローチ
ヨガやイメージトレーニング、感覚遊びに取り組み、情緒の安定とバランスの取れた体づくりをサポートしま
す。

無

基本的にはご負担はありません

療育方針（力を入れていること）

コペルプラスジュニアの療育は、お子さま自身の「学びたい・成長したい」という意欲を 大限に引き
出すことを第一に考えます。「訓練」ではなく「楽しい遊び」であること。「いやでもがんばる」では
なく「楽しいからやりたい」であること。また、イメージトレーニングや瞑想を取り入れ、 先端の療
育とされる脳波のコントロールを行います。さらに、取り組みたくなるような楽しい課題を通じ、学習
を肯定的にとらえ、自ら成長する姿をサポートします。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

定期受講コースとして、
「個別」クラス枠と「小集団」クラス枠

をご用意しております。

①10:00～11:00
②11:15～12:15
③14:30～15:30
④15:45～16:45
⑤17:00～18:00

平日同様

療育の特色

火曜日～土曜日
※祝日、8月13日～15日、12月30日～翌年1月3

日を除く
10:00～18:00

0950100974

放課後等デイサービス

(株)コペル

宇都宮市東宿郷４－１－２８
河合ビル７F

６６．コペルプラス　宇都宮駅前教室

所在地

utsunomiya@copelplus.copel.info

〒321-0953

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和3年1月1日

028-689-8458

028-689-8468
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

６７．サニーハート　西

所在地

info@sunny-heart.co.jp

〒320-0046

10名

令和3年2月1日

028-611-5015

028-611-5017

月曜日～土曜日 9：00～17：30

0950101022

放課後等デイサービス

(株)サニーハート

宇都宮市西一の沢町13-41

・令和3年にオープンしたばかりの新しい施設です。

・知的障がい・発達障がい児対象の放課後等デイサービス施設です。

・お子様がのびのびと身体を動かし運動したり、リズム遊びや創作活動などプログラムを取り入れ
　自立支援へ向けた取り組み、将来に向けた可能性を伸ばせる支援を提供しています。

・「サニーハートで楽しんだ後は、お子様をの笑顔を自宅に届けたい」とそんな事を考えながら
　支援を行っています。

有 宇都宮市内

おやつ代（1日 50円）・外出時の施設利用料・昼食代 等

療育方針（力を入れていること）

・規則正しい生活を通じて、基本的な生活習慣や社会性を身につける
・学校やご家庭と連携を図り、お子様達の成長過程に合わせた活動をサポートしていく

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

　　13：30～　学校お迎え
　　13：45～　入室・バイタルチェック・おやつ
　　15：00～　個別or集団活動
　　16：15～　帰宅準備
　　16：30～　送り出発

  　9：00～　受け入れ・お迎え
　　　　　　　バイタルチェック・排泄・朝の会
　10：00～　個別or集団活動
　11：30～　昼食・のんびりタイム
　14：30～　おやつ
　15：00～　個別or集団活動
　16：00～　清掃タイム・帰りの会・帰宅準備
　16：30～　送り出発

　・ご利用人数によりお散歩・外出もいたします。
　※ 外出等は状況など考慮し決定しております。

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

６８．こぱんはうすさくら　宝木教室

所在地

〒320-0061

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和3年2月1日

028-678-9520

028-678-8609

年末年始　休業
平日12:00～18:00
休日10:00～16:00

0950101014

放課後等デイサービス

(株)日本メディカルサービス

宇都宮市宝木町1-46-6

・支援計画に基づいた個別課題を設け、ご家族との連携を取りながら課題に挑戦していきます。
・児童1人1人に合わせ自立に向けたソーシャルスキルトレーニングへの取り組みの強化をしていま
す。
・少人数のグループ活動の時間を設け、遊びや制作活動を通し集団の中での楽しみ方やスキルを磨いて
いきま　　す。
・野外活動の時間を多く設け、身体を使った運動遊びや自然に触れる機会を推奨しています。

有 宇都宮市　鹿沼市

おやつ代（1回50円）その他必要に応じて創作活動費・課題活動費を徴収

療育方針（力を入れていること）

早期療育指導を必要とされる児童に対し、日常生活における基本動作の指導を行い、発達の助長を目的
としています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

　　　　来所
　　　　健康観察・検温
　　　　宿題・課題等
　　　　野外活動・制作活動等のグループ活動
　　　　おやつ
　　　　自由遊び
　　　　送迎

　　　　来所
　　　　健康観察・検温
　　　　課題
　　　　自由遊び・制作活動等
　　　　昼食
　　　　野外活動
　　　　おやつ
　　　　自由遊び
　　　　送迎

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

アート×学習に特化！ICT教材を活用したアート学習をメインに、タブレットで色を集めたり、描いた
イラストをみんなに発表するなど、コミュニケーションスキルの向上に取り組みます。毎日の宿題サ
ポートやタブレットの知育アプリを使い楽しく学習をサポートします。

有 学校～本事業所～ご自宅

おやつ代・レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・ソーシャルスキルトレーニング(SST)
・学習支援
・個別療育
・集団療育

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校への送迎
宿題
おやつ
レクリエーション
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
レクリエーション
昼食
レクリエーション
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色

日・お盆・年末年始以外
平日10:00 19:00

土・祝：8:00 18:00

0950100982

放課後等デイサービス

ハッピーホールディングス(株)

宇都宮市鶴田町1429-1
 (ヨークタウン)

６９．グローバルキッズメソッド３７（鶴田店プラス）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒320-0851

10名

令和3年3月1日

028-680-4780

028-680-4781

141



事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

★工作専用室完備！工作で身につく力を育てよう★
中今泉店専用の工作室を完備し、工作を通じて手先の器用さ、想像力、集中力を養います。大きなもの
から小さなものまで、みんなで協力して作り上げていく中で、子ども達の無限の発想を形にしていきま
す。

★iPadを活用した学習を実施★
個々の課題に合わせて学習アプリを活用していきます。手で触って使用できるため、直感的に様々な学
びが得られます。パソコンはまだ早いかな･･･という低学年のお子様にもおすすめです。

有 学校～本事業所～ご自宅

レクリエーション費用（活動時のみ：交通費・入場料・材料費等）、お弁当（任意）、おやつ

療育方針（力を入れていること）

・ソーシャルスキルトレーニング(SST)
・学習支援
・個別療育
・集団療育

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校への送迎
宿題
おやつ
レクリエーション
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
レクリエーション
昼食
レクリエーション
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色

日・お盆・年末年始以外
平日10:00 19:00

土・祝：8:00 18:00

0950100990

放課後等デイサービス

ハッピーライフケア(株)

宇都宮市中今泉2-10-1

７０．グローバルキッズメソッド３８（中今泉店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒321-0968 

10名

令和3年3月1日

028-680-4490

028-680-449１
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

７１．こどもスタジオバンビ　西川田

所在地

Bambi.nishikawada@gmail.com

〒321-0151 

１０名

令和3年4月1日

028-688-0085

028-688-8115

毎週月曜日から土曜日
（年末年始・お盆・祝日を除く）

平日：14時30分から17時30分
土曜日及び長期休暇：10時から16時

0950101055

放課後等デイサービス

Studio-Bambi株式会社

宇都宮市西川田町923-1

・こどもスタジオバンビ西川田は、様々な障がいを抱えた子どもたちが安心して過ごせる居場所づくりと療育を
　行っております。
・専門性の高い英語・パソコン・プログラミング・運動など、こどもたちの将来に役立つ内容を積極的に取り
　入れ、子どもたちの「可能性」を伸ばします。
・土曜日は完全個別の療育を行っており、お子様1人1人に応じた、学習支援・プログラミング・運動指導を
　行っております。
・児童発達支援との交流活動や、季節のイベントも行っています。
・ほっとできる雰囲気の中で、基本的な生活支援の他、様々な活動を通して「できた！」「うれしい！」
　「たのしい！」を多く経験し、さらにまた「チャレンジしたい」「やってみよう」という自発的に行動できる
　ような意欲を育てます。
★バンビの療育内容について、詳しくはHP・ブログ等をご覧ください★

有 応相談

おやつ代無料。その他必要に応じて実費（製作や調理活動での材料費、施設利用時の入園料・
入館料等）

療育方針（力を入れていること）

西川田教室では、専門スタッフと豊富なカリキュラムで「できた！」を引き出し、子どもたちが楽しく通える施
設を目指しております。子どもたちの可能性を伸ばすため、多様な療育内容を取り入れています。
作業療法士、言語聴覚士の他、保育士、体育教師、精神保健福祉士、社会福祉士など様々な資格者が在籍してお
ります。
①学習（子どもの発達の程度により個別に対応）
②作業療法士による運動（体幹トレーニングやサーキット、ダンスやマット運動等）
③言語聴覚士による個別療育とソーシャルスキルトレーニング
④IT教育（パソコンを使ったタイピング練習やレゴやスクラッチ等によるプログラミング活動）
⑤専門講師（外部）によるレッスン・プログラム（英会話：外国人講師によるレッスン）
⑥土曜日は完全個別による、言語・学習・プログラミング・運動の指導
　※土曜日は、季節のイベントを行うこともあります（ハロウィンやクリスマスなど）

一日のスケジュール

平日 土曜日・長期休暇時

14：30～　　　　　　入室
14：30～14：40　　健康チェック、検温、手洗い、
　　　　　　　　　　　うがい
14：40～15：00　　おやつ（買い物の練習）
15：00～15：30　　宿題・学習
15：45～17：00　　レクレーション活動
17：00～　　　　　　自由時間
17：30～　　　　　　退室

＊活動内容によりスケジュールの変更の場合があります

10：00～　　　　　　入室
10：00～10：10　　健康チェック、検温、手洗い、
　　　　　　　　　　　うがい
10：10～10：30　　宿題、学習
10：30～12：00　　レクレーション活動
12：00～13：00　　お昼ごはん・休憩
14：00～15：00　　レクレーション活動
15：00～16：00　　おやつ（買い物の練習）
　　　　　　　　　　　自由時間
16：00～　　　　　　退室

＊活動内容によりスケジュールの変更の場合があります

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

７２． 初の一歩

所在地

ac.support@gc4.so-net.ne.jp

〒321-0982

10名

令和3年4月1日

028-612-7896

028-688-7224

月曜日から土曜日 午前９時から午後６時

0950101063

放課後等デイサービス

(株)A&C Support

宇都宮市御幸ヶ原町147-90

安心・安全・楽しい「いっぽ」を目指し、日々活動をしています。
個別の支援計画に基づき個性や発達に合わせた運動・作業・音楽・学習・生活訓練・外出・イベント等
のプログラムを実施しています。
また、常時看護師を配置して医療的ケアの必要なお子様の支援もしています。

有 宇都宮市内及び周辺（要相談）

食事代（実費）・おやつ代（１食５０円）・製作費等

療育方針（力を入れていること）

お子様一人ひとりの個性や発達に合わせた療育プログラムを提供し、可能性を広げていきます。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

14:00　支援室到着（送迎）
15:00　ごあいさつ・おやつ
16:00　活動・入浴
17:00　ご帰宅（送迎）

９:00　支援室到着（送迎）
10:00　ごあいさつ
　　　　　学習・活動・入浴
12:00　昼食・食休み
13:00　活動・自由時間
15:00　おやつ
　　　　　学習・活動・入浴
16:00　ご帰宅（送迎）

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

小児科医院併設の自閉症専門療育施設です。ABA(応用行動分析学）による早期集中行動介入の個別療
育を行ってます。
セラピストは全員がAＢＡの資格をもっており、ペアレントトレーニング、園、学校連携も積極的に
行っております。（詳しくはおざわ小児科医院ホームページ　chou chouをご覧ください）
障がいを抱えたお子様の今、そして将来の笑顔が輝くものでありますように　スタッフ一同、誠心誠
意、学び、尽くしてまいります。

無

ABAセラピーの方は1回につき1.000円

療育方針（力を入れていること）

①科学的根拠のある応用行動分析学(ABA）による個別セラピーです。
　　・発語を増やし指示に従う力などのスキルを身につけます。
　　・PECSや手話も取り入れ言語を増やす専門的なプログラムも導入しております。
②音楽講師による発達リトミックコース
③小児専門言語聴覚士による個別言語トレーニング

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

保護者の送迎にて来所いただき、
お一人様週2回、1回50分のご利用です。
セラピーはモニター越しに御覧いただけます。
　
　　　　　　　セラピー時間
　　　9:00～9:50     　　14:30～15:20
　　10:15～11:05   　　15:45～16:35
　　11:30～12:20   　　17:00～17:50

長期休暇も平日同様

療育の特色

月、火、水、金　／　木、土午前中
（祝日休み・お盆、年末年始休業有）

9:00～12:30／14:30～18:00

0950101071

放課後等デイサービス

（医）さゆき会

宇都宮市相野沢町98-13

７３．医療法人さゆき会　ｃｈｏｕｃｈｏｕ

所在地

chouchoumadam@icloud.com

〒329-1113

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和3年4月1日

028-672-3692

028-672-3695
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

ちゃれんじ松原教室では、お子様の成長を保護者様と一緒に感じられる療育を心がけております。
・専門性の高いスタッフが在籍（国家資格保持者：保育士、作業療法士、社会福祉士など）
・個別性の高い支援体制の整備（宿題サポート、生活上必要な時計やお金の学習）
・ロボットプログラミング教室で論理的思考や試行錯誤での思考力の向上を図る
・栄養学に基づいた栄養カウンセリング、指導
・学習支援のみにとどまらず、様々な社会体験ができる機会を確保する
・様々な経験を通してお子様の自己肯定感の向上、自信をつけていく

有
学校～施設～自宅

（送迎片道30分圏内）

学校休業日：昼食代、おやつ代、レクリエーションでの入場料等
その他：ロボットプログラミング教室利用者は別途キット代

療育方針（力を入れていること）

個別支援に力を入れており、小学校低学年から高校生までの方々が利用されています。
学習支援では、学校の宿題サポートから生活に必要な学習（時計の読み方やお金の計算等）を利用者の
皆様に合わせた教材で支援します。
また、社会活動としてお買い物体験や調理活動、小集団でのレクリエーションや屋外活動も学校休業日
利用時に企画し、様々な経験を通して、利用者の皆様が楽しく成長していけるように支援していきま
す。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

１３：３０　学校お迎え
　　～　　　個別支援（宿題サポート等）
　　　　　　自由時間
　　　　　　※個別支援が終わった人から自由時間
１７：００　１日の振り返り
　　　　　　遊びんだ道具の片付け、帰りの準備
１７：３０　自宅への送り出発

１０：００　施設到着、朝の会（本日の予定の確認）
　　　　　　個別支援（宿題サポート等）
１１：００　公園で遊ぶ、調理活動など
１２：００　昼食、後片付け
１３：００　自由時間
１５：００　おやつ
１５：４５　１日の振り返り、片付け、帰りの準備
１６：００　自宅への送り出発

※日によって午前中から遠方へ出かけるなどの様々な企
画を行っています。

療育の特色

月曜日～土曜日
放課後利用　放課後～17：30

学校休業日　10：00～16：00

0950101048

放課後等デイサービス

(株)challenge

宇都宮市松原2-8-17
ＫＴＴコート１階

７４．ちゃれんじ松原教室

所在地

challenge.kids.matsubara@gmail.com

〒320-0041

10名

令和3年4月1日

028-666-4683

028-666-4684
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

身体的効果
・馬により日常ではできない運動をすることで、体幹バランスや運動機能を鍛えることができます。
・車椅子などで十分な下肢運動ができないことを補うために、馬上で通常歩行と似たような運動を行う
ことができます。

心理・社会的効果
・発達障がい、不登校などの乗り手にも心理的改善をもたらすプログラムを提供しています。
・ソーシャルスキルトレーニング（SST）を取り入れた教育プログラムにより社会生活の改善が見られ
ています。

無 -

必要に応じて外出代などを徴収

療育方針（力を入れていること）

・馬を介在として、社会性の芽生え、コミュニケーション能力、運動機能の向上等を目指し療育を行い
ます。
・多くの医師、理学療法士、作業療法士、特別支援教育者などの協力を得て、機能向上を目指していま
す。
・また、感覚統合療育を取り入れ、教育的側面にも力を入れています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

なし

・騎乗レッスンは原則、土日に行います。
　10：00～13：00
　（暑さ対策のため夏期は9：00～12：00）

・長期休暇期間に集中ライディングあり（予約制）

療育の特色

土・日
授業の終了後　13:00～17:00

休業日　9:00～17:00

0950101089

放課後等デイサービス

（特非）宇都宮国際障がい者乗馬協会

宇都宮市平出町2785

７５．ピルエット

所在地

pirouetgg@gmail.com

〒321-0901

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和3年4月1日

080-8908-4763

028-689-1133
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

７６．  ＫＩＤＳ ＲＯＯＭ　宇都宮

所在地

kidsroom@chanto.co.jp

〒320-0021

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和3年5月1日

028 612-3577

050 351-3422

月曜日 土曜日・祝日
（年末年始を除く）

１０：００ １７：００
（営業時間　８：００ １９：００）

0950101097

放課後等デイサービス

ちゃんと株式会社

宇都宮市東塙田1 7 ８

キッズルームの放課後等デイサービスでは、様々な分野（個別療育・音楽療育・運動療育・SST等）の
療育をバランスよく活動に取り入れており、それぞれの課題に合わせた個別活動（個別学習）はもちろ
ん、自主性を尊重しながらそれぞれの興味・関心に合わせて活動内容が選べる選択活動や、集団生活を
送る上で必要とされる協調性が身に付く全体活動も行っております。
また、特性における二次障害で既に集団生活で障害が生じているお子様や、学校に行けなくなってし
まった不登校児も積極的に受け入れており、フリースクール型として提供時間を大きく設けているた
め、契約された全てのお子様を対象に、終日、ライフスタイルに合わせたお好きな時間でのご利用が可
能です。
急な当日の利用予約、お弁当対応、利用時間の変更等も柔軟に対応致しております。
お子様に関するお悩みをお持ちの方は無料相談も行っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

有
宇都宮市内

(その他ご相談下さい）

昼食費（任意）、その他必要に応じて徴収

療育方針（力を入れていること）

ひとりひとりのお子様としっかり向き合い、可能性と課題を認識し、お子様にとって楽しめる方法を取
り入れることで、向上心を高めながらステップアップ出来る支援内容、そして信頼関係を基本とした、
安心して過ごせる療育の場を提供いたします。
また、ご家族と一緒に、その子の強みを生かしながら将来につなげられるよう、未来を見据えた長期的
サポートも行います。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

・順次来所、健康チェック
・余暇活動
・昼食
・個別活動（個別学習、宿題サポート等）
・おやつ（ご家庭から事前にお預かりしております）
・活動（選択活動、全体活動）
・帰りの会
・順次帰宅

・順次来所、健康チェック
・朝の会
・余暇活動
・昼食
・個別活動（個別学習、宿題サポート等）
・おやつ（ご家庭から事前にお預かりしております）
・活動（選択活動、全体活動）
・帰りの会
・順次帰宅

※活動内容により変動いたします。

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

タブレットを活用した学習療育をご提供！
ICT療育プログラムの一環として、iPadを1人1台ご用意！様々なアプリを導入し、子ども達の創造的な学びを遊びを通して行います。
その他
▼主な導入予定アプリ▼
Think!Think!(シンクシンク)
全世界150ヶ国で100万ユーザーから高評価を獲得しているThink!Think!は、思考センスを育てるアプリです。「空間認識」「平面認識」
「試行錯誤」「論理」「数的処理」の5つのカテゴリに分類し、図形やパズルを使って楽しく思考力を伸ばす教材です。

Osmo(オスモ)
「デジタル」+「アナログ」の融合教材アプリ。タブレットに映った絵を実際の紙になぞって描くお絵描きや、命令ブロックを組み合わせて
キャラクターを動かすプログラミングなど･･･画面の中で操作するのと違い、自分の手指を使って遊び・学ぶことができます。

有 学校～本事業所～ご自宅

おやつ代・レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・ソーシャルスキルトレーニング(SST)
・学習支援
・個別療育
・集団療育

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校への送迎
宿題
おやつ
レクリエーション
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
レクリエーション
昼食
レクリエーション
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色

日・お盆・年末年始以外
平日10:00 19:00

土・祝：8:00 18:00

0950101105

放課後等デイサービス

ハッピーライフケア(株)

宇都宮市南高砂町2-7

７７．グローバルキッズメソッド４２（雀宮店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒321-0143 

10名

令和3年5月1日

028-612-3500

028-612-3501
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

  9:30～　来所
               健康チェック
               検温
　　　　 　自由遊び
　　　　 　お出かけ
12:00～　昼食
 　　　　　宿題
15:00～　おやつ
　　　　　 習い事
            　自由遊び
～17:00　順次帰宅

・講師による本格的な習い事の指導を行っています。（運動教室、書道、プール、造形）
・土曜日は隔週営業で、イベント（お出かけ、集団活動、季節の制作等）を行っています。
・持ち込み課題（宿題、ワーク等）の学習指導を行っています。
・知的な遅れがあるお子様と、ないお子様が共に過ごすことで自己理解を深められるような環境設定を
しています。
・お子様の発達段階に合わせて、集団活動の中での振舞い方、待ち方、コミュニケーションの取り方な
どソーシャルスキルの獲得を目指した指導を行っています。

有
富屋特別支援学校（毎日）
その他は原則保護者送迎

おやつ代（1回50円）、習い事材料費（実費）、イベント参加費（実費）等必要に応じて徴収

療育方針（力を入れていること）

・「社会で生きる子どもを育てる」を合言葉に、「コミュニケーション」「学習」「働くためのスキ
ル」「自立のためのスキル」の4本柱を育てることを大切にして、指導に当たっています。
・正解を教えるだけでなく、どうすべきだったか自分で考えられる時間を持てるような声掛けをしてい
ます。
・お子様の発達段階や今の環境に合わせた指導を行っています。

一日のスケジュール

平日

療育の特色

～15:30　来所
　　　　　健康チェック
　　　　　検温
15:30～　おやつ
　　　　　習い事
　　　　　宿題
　　　　　自由遊び
16:30～　順次帰宅

月曜日：運動教室
　　　　小さい子　15:00～16:00

                        大きい子　16:30～17:30

火曜日：書道
　　　　15:00～18:00(入れ替え制)

水曜日：プール
           前半　16:00～17:00

                      後半    17:00～18:00

木曜日：造形
　　　　15:30～17:30(入れ替え制)

金曜日：プール
　　　　＊水曜日と同じ

  9:30～　来所
               健康チェック
               検温
　　　　 　自由遊び
　　　　 　集団活動
              （イベント）
12:00～　昼食
            　集団活動
              （イベント）
15:00～　おやつ
            　自由遊び
～17:00　順次帰宅

土曜日 長期休み

毎週月曜日～土曜日（土曜日は隔週）
（祝日、お盆、年末年始、GW休業有）

平日：10:00～18:00
休日：9:30～17:00

0950101113

放課後等デイサービス

（株）あさがお

宇都宮市御幸ヶ原町82-16

７８．キャンバス

所在地

asagao_canvas@eos.ocn.ne.jp

〒321-0982

10名

令和3年6月1日

028-680-4424

028-680-4423
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

大きなモニターを使用してゲーム感覚で思い切り身体を動かせる運動レクリエーションが中心となりま
す。
跳び箱やマット、エアロバイク等、遊具も豊富に取り揃えております。

有 学校～本事業所～ご自宅

おやつ代・レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・ソーシャルスキルトレーニング(SST)
・運動療育
・集団療育

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校への送迎
宿題
おやつ
レクリエーション
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
レクリエーション
昼食
レクリエーション
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色

日・お盆・年末年始以外
平日10:00 19:00

土・祝：8:00 18:00

0950101121

放課後等デイサービス

ハッピーライフケア(株)

宇都宮市ゆいの杜6-17-1
 (ハピネスタウン)

７９．グローバルキッズメソッド４３（新ゆいの杜店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒 321-3226 

10名

令和3年6月1日

028-612-5844

028-612-5845
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

iPadを一人一台ご用意して学習支援や書字、絵画等のアートを中心としたレクリエーションを実施しておりま
す。
字を書くことが苦手な子や絵を書いたり、物を作ることが得意な子等におすすめです。

有 学校～本事業所～ご自宅

おやつ代・レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・ソーシャルスキルトレーニング(SST)
・学習支援
・個別療育
・集団療育

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校への送迎
宿題
おやつ
レクリエーション
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
レクリエーション
昼食
レクリエーション
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色

日・お盆・年末年始以外
平日10:00 19:00

土・祝：8:00 18:00

0950101139

放課後等デイサービス

ハッピーライフケア(株)

宇都宮市峰2-25-10

８０．グローバルキッズメソッド４４（新峰店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒321-0942 

10名

令和3年6月1日

028-612-3470

028-612-3471
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
に

かかる費用

８１．グローバルキッズメソッド４６（簗瀬店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒321-0934

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和3年7月1日

028-688-7560

028-688-7561

日・お盆・年末年始以外
平日10:00 19:00

土・祝：8:00 18:00

0950101147

放課後等デイサービス

ハッピーライフケア(株)

栃木県宇都宮市簗瀬1-32-9

簗瀬店3つの特徴！
《アクアリウムセラピー：熱帯魚飼育》
水槽を5台用意！
児童のみなさまで飼育する水槽もご用意しておりますので、かわいい仲間を増やしてみんなで大切に育てていき
ましょう。
《調べ学習》
大型モニターを利用して生き物のデータをネット収集しましょう。
図鑑や本も多数ご用意！
《植物栽培》
室内でできる栽培キットをご用意！
野菜や植物の育成からプチ農業体験に挑戦しましょう！

有 学校～本事業所～ご自宅

おやつ代・レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・ソーシャルスキルトレーニング(SST)
・学習支援
・個別療育
・集団療育

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校への送迎
宿題
おやつ
レクリエーション
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
レクリエーション
昼食
レクリエーション
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

８２．ちゃれんじ元今泉教室

所在地

challenge.motoimaizumi@gmail.com

〒321-0954

10名(児発と放デイ合わせて10名)

令和3年8月1日

028-306-1728

028-307-4018

月～土・祝
月～金／10時～17時30分

土・祝・長期休暇期間／10時～16時

0950101170

放課後等デイサービス

(株)challenge

宇都宮市元今泉4-2-10
元今泉ハイタウン205・6

～　運動・学習・食育　３つの軸を中心に療育支援を行います～
◎運動　様々な運動遊具を使って運動したりリトミックを行ったりして、楽しく遊びながらバランス
良く身体能力を高めます。

◎学習　お子様のレベルや興味に沿った教材を活用し、「わかった！」「できた！」体験を繰り返し
重ねながら自信とやる気を高めていけるようにします。

◎食育　食材に触れたり、自分で調理したりする中で食への興味・関心を高めていき、偏食をなくし
ていきます。
その他発想力や表現力を伸ばす製作活動、公共施設見学やお出かけ・買い物等の社会体験活動も行う中
でお子様が大人になる上で必要になる“生きる力”を培ってまいります。

有 施設から片道30分以内

おやつ代／昼食代　1食￥100／1食￥400
創作活動に係わる材料費・行事活動参加に係わる費用（参加者のみ）

療育方針（力を入れていること）

お子様自身が「面白そう」「やってみたい」「楽しい！」という気持ちで物事に取り組む中で生活スキ
ル・コミュニケーションスキルを身に付けられるよう遊びを中心とした療育プログラム（運動療育・調
理活動・郊外活動等）を計画し支援を行っております。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

13：30～14：50　送迎・来所・身支度・おやつ
15：00　　　　　始まりの会（スケジュールの確認）
15：10～15：40　学習タイム（グループ毎）
15：40～16：30　主活動（グループ毎）
16：30～17：00　自由活動・片付け
17：10　　　　　　雑巾掛け
17：20　　　　帰りの会（スケジュールの振り返り）
17：30　　　　　　送迎出発

※状況によってスケジュールが変更になる場合がございます

9：00～10：00　　送迎・来所
10：10　　　　　　始まりの会（スケジュールの確認）

10：20～10：50　買い物体験
11：00　　　　　　調理活動
12：00　　　　　　昼食
13：00　午後の活動（毎日異なるプログラムを用意しています）

15：00　　　　　　おやつ
　　　　　　　　　　自由活動・片付け
15：40　　　　　　雑巾掛け
15：50　　　　　　帰りの会（スケジュールの確認）
16：00　　　　　　送迎出発
※状況によってスケジュールが変更になる場合がございます

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

・森と原っぱ、山からの湧水が小川となり、せせらぎが聞こえてくる自然豊かな環境です。
天気のいい日には広い庭で自由に過ごします。畑に行って季節の野菜（大根、白菜、トマトなど）を収
穫をしたり、木の実をとったり、虫やカエルを追いかけたり、小川で水遊びをしたり。ダイナミックに
芝そりや落とし穴づくりのいたずらも楽しんだりしています。
・「何をやってもいい」、「何でもやってほしい」、「やってみて初めてわかることをたくさん味わっ
てほしい」。しかしながら、「自由」とは責任のうえに成り立つもの。「やるからには」、「やったか
らには」責任を果たす。片付け、貸してもらった物の返し方を知る。また、うまくいかなかった時どう
したらいいか考え工夫する。工夫が難しい時は妥協するのかこだわって頑張るのか考える。そして 終
的に誰かに手伝ってほしいことを伝えられる。これも生きていくうえで必要な力となっていきます。一
緒に考え、一人ひとりに合わせた方法で無理なくできるようにしていきます。
・自然の中で育ち、生きる力を身につけて自信を持って、輝いて生きていけるようにお手伝い出来たら
と考えています。

有（要相談）
　　　　　学校から施設まで
　　　　　施設から自宅まで

給食費、おやつ代、イベント参加費

施設の方針（力を入れていること）

天気の良い日には外に出て広い庭で自然とふれあい、一人ひとりの「やってみたい」に寄り添います。
ゆっくりのんびり「大好き」を見つけて、輝いて生きていけるように、「なりたい自分」になれるよう
に、お手伝いします。
希望の森では上に引っ張って伸ばすのではなく、一人ひとりの「伸びる力」を信じて寄り添い、ご家族
のご協力を頂きながら、自ら伸びていく子どもたちを支えていけたらと考えています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

13:00　　　下校・お迎え
14:00　　　身支度・出欠カード・検温
15:00　　　おやつ
15:30　　　活動　（自由遊び等）
17:00～　　片付け・お帰り準備・自由遊び

9:00　　　　身支度・出欠カード・検温
9:10　　　　活動　（自由遊び）
12:00　　　給食
13:00　　　リラックスタイム
15:00　　　おやつ
15:30　　　活動　（自由遊び等）
17:00～　　片付け・お帰り準備・自由遊び

施設の特色

月曜日から金曜日 13:30～18:00・9:00～18:00

0950101162

放課後等デイサービス

渚会

宇都宮市横山町後田336ー１

８３．放課後等デイサービス　希望の森

所在地

nozomi336.1＠gmail.com

〒320ー0001

10名

令和3年8月1日

028ー612ー2000（希望保育園分園）

028ー612ー1998
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

８４．サニーハート　陽北

所在地

info@sunny-heart.co.jp

〒321-0973

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和3年11月1日

028-689-8593

028-689-8594

月曜日から土曜日 9：00～17：30

0950101188

放課後等デイサービス

(株)サニーハート

宇都宮市岩曽町1353-14

・肢体不自由児対象の放課後等デイサービス施設です。
・看護師が常駐し、医療ケアのお子様もお預かりしています。
・個別活動や外出活動等を取り入れ、楽しんで参加出来るカリキュラムの中で自立に向けた
   社会的ルールを学んでいきます。

有 宇都宮市内

おやつ代 （ 1日 50円 ）　外出時の施設利用料 ・昼食代等

療育方針（力を入れていること）

・規則正しい生活を通じて、基本的な生活習慣や社会性を身につける
・学校やご家庭と連携を図り、お子様達の成長過程に合わせた活動をサポートしていく

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

13：00～　学校お迎え
14：00～　入室・バイタルチェック・おやつ
15：00～　個別活動
16：30～　帰りの会・帰宅準備
17：00～　送り出発

　  9：00～　受け入れ・お迎え
　　　　　　 バイタルチェック・朝の会
　10：00～　個別活動
　11：30～　昼食・のんびりタイム
　13：00～　個別活動
　14：30～　おやつ
　15：00～　のんびりタイム
　16：30～　帰りの会・帰宅準備
　17：00～　送り出発

　・月に一度程、外出を予定しています。
　※外出等は状況など考慮し決定しております。

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

子どもと保護者のニーズに応じて、発達段階を踏まえ、スキル獲得できるように、それぞれのつまずき
を解消するため、TEACCH・ABA行動分析・感覚統合を取り組み、それぞれ持っている能力を引き出
し、つまずきを解消する。長いスパンに目標を設定し目標に向かって着実土台をつくっていく。

特に制限がありません

なし

療育方針（力を入れていること）

生活全般において、個に応じたプログラムに取り組み、発語、コミュニケーション、ソーシャルスキル
獲得・教科学習・問題行動改善など療育的な支援を中心に行います。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

●学校迎え　来所
●休憩　トイレ　水分補給（気持ちの切り替え）
●個別の課題（自立課題・教科学習・言葉のト
レーニ　　　ング等）
●運動（ランニングマシン・フィネスバイク・エ
クサ有酸素運動）
●水分補給・おやつ
●帰宅

9：30　　来所
9：30　　パズル（脳の活性化・集中力）
10：00　個別課題
10：50　休憩
11：00　個別課題
11：50　昼の用意
12：00　お昼　（お弁当箱洗い・休憩）
13：30　公園散策（体操教室月2回・プール不定期）
15：30　休憩
15：50　運動（ランニングマシン・フィネスバイク・エクサ有酸素
運動）
16：30　おやつ　水分補給
17：00帰宅用意

月曜日～土曜日 9：00～18：00

0950101196

放課後等デイサービス

アリス　Family　Support

宇都宮市簗瀬町１４８－１

８５．アリスFamily Support

所在地

alicefs202201@kib.biglobe.ne.jp

321-0933

定員10名

令和4年1月1日

028-3061457

028-3061457
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

放課後等デイサービス・グローバルキッズメソッド鶴田店ファンです。
・鶴田店ファンでは、毎日の宿題をスタッフがサポートします。
・宿題を終わらせることだけではなく、お子様の苦手箇所への反復や学習の取り組み方を丁寧にサポー
トします。
・学習だけでなく、外出レクリエーションやヨガ、コミュニケーションスキル等のスキルトレーニング
など幅広いプログラムを用意しています。

有 学校～本事業所～ご自宅

レクリエーション費用・食費（任意）・おやつ代

療育方針（力を入れていること）

・ソーシャルスキルトレーニング（SSＴ）
・遊びリテーション・ビジョントレーニング・ネイチャーエデュケーション
・宿題サポート

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校への送迎
宿題
おやつ
レクリエーション
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
レクリエーション
昼食
レクリエーション
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様送迎

療育の特色

日・お盆・年末年始以外
平日10:00 19:00

土・祝：8:00 18:00

0950101204

放課後等デイサービス

ハッピーライフケア（株）

宇都宮市鶴田町1430-1

８６．グローバルキッズメソッド５３（鶴田店ファン）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒320-0851

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和4年1月1日

028-680-4924

028-680-4925

158



事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

・日常生活能力の向上
　　1つでも少しでも、自分でできることを増やしていきます
・食　事
　　おやつや昼食作りを通じて食の可能性を拡げ、食事のﾏﾅｰや後片付けの指導もしていきます
・運　動
　　理学療法士の指導のもと、姿勢の矯正、体幹トレーニングなどを行います
・個別課題
　　一人一人が目標にする課題に時間をかけて取り組みます
・余暇活動の拡充
　　今の興味をきっかけに、余暇活動の可能性を拡げていきます

有 事業所から概ね30分圏内

●おやつ代：100円/日　●昼食代(学校休校日)：300円/日　●ｲﾍﾞﾝﾄ・遠足・工作等：実費相当額

療育方針（力を入れていること）

      　～　私たちがめざすもの　～
     　１．子ども時代の時間を大切にした活動
  　   ２．将来を見据えた活動
　
       子どもたちの将来の自立に向けて、一歩一歩を大事にして（ステップバイステップで）
　    日々の活動に取り組みます。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校へのお迎え
入室
   １．はじまりの会
   ２．おやつ（調理・実食・食器洗い）
   ３．公園（木曜日はPTによる集団トレーニング）
   　　※雨天時は室内にて集団での学習や清掃活動、
      　　体操等の活動
   ４．個別課題
   ５．おわりの会
自宅への送り

自宅へのお迎え
入室
　１．はじまりの会
　２．外出
　３．昼食（調理・実食・食器洗い・歯みがき）
　４．自由時間
　５．PTによる集団及び個別トレーニング
　６．個別課題
　７．おやつ
　８．おわりの会
自宅への送り

療育の特色

月曜日～土曜日（祝日含む）
（ただし、5月のGW・お盆・年末年始を除く）

学校開校日　12時～18時
学校休校日（土・祝・長期休暇等）　9時～16時

0950101212

放課後等デイサービス

(株)step by step

宇都宮市吉野2-7-6

８７．放課後等デイサービスわんすてっぷ

所在地

step-by-step@sun.ucatv.ne.jp

〒320-0838

10名

令和4年2月1日

028-306-1174

028-306-1174

159



事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

・個別支援計画に基づき、日常生活訓練や個別学習支援を行います。
・ピアノや各種楽器を使用した音楽療育を行います。利用者様に実際に楽器を演奏していただいたり、
発達支援リトミック等、音楽をツールとして脳の発達・身体機能・心の安定にアプローチする個別療育
です。
・療育ピアノ、発語リズム（音楽を用いて発語を促す言語支援）、英語療育、個別学習支援、ＳＳＴ
ミュージック（小集団活動）、リトミック等、利用者様一人一人に合わせた療育を提供いたします。

教材費

療育方針（力を入れていること）

・栃木県初の「音楽特化型療育」を提供いたします。
・ピアノや各種楽器を使用した音楽療育や発語に特化したプログラム、英語療育、発達支援リトミック
等、お子様に寄り添った完全オーダーメイド療育を行います。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

10：00～10：40　個別療育
（40分刻みで、原則１枠１名様の個別療育となります）
10：40～11：20
11：20～12：00
13：00～13：40
13：40～14：20
14：20～15：00　　　　ご都合の良い枠をお選びいただきます。

15：00～15：40
15：40～16：20
16：20～17：00
17：00～17：40
17：40～18：20

10：00～10：40　個別療育
（40分刻みで、原則１枠１名様の個別療育となります）
10：40～11：20
11：20～12：00
13：00～13：40
13：40～14：20
14：20～15：00　　　　ご都合の良い枠をお選びいただきます。

15：00～15：40
15：40～16：20
16：20～17：00
17：00～17：40
17：40～18：20

療育の特色

月曜日から土曜日 午前10時から午後6時30分

0950101220

放課後等デイサービス

Halu合同会社

栃木県宇都宮市雀の宮1-19-19
福田ビル　201号室

８８．音楽療育どれみ

所在地

houdei.doremi@outlook.jp

〒321-0132

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和4年2月1日

050-8883-6564

050-8883-6565
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

８９．カノアスFC平松本町

所在地

kanoas.hiramatu@gmail.com

〒321-0932

10名

令和4年4月1日

028-612-8783

028-612-8795

月曜日から土曜日
(GW・お盆・年末年始を除く）

平日　　　　　15:00～18:00
土・長期休暇　  9:00～16:00

0950101246

放課後等デイサービス

株式会社　KANOAS

宇都宮市平松本町353-11
ドミール平松1階

カノアスFCは子ども達の「楽しい」を引き出す支援をめざしています。
晴れた日には芝広場でコーディネーショントレーニング、ボールフィーリング、手と目の協調トレーニ
ング、バランストレーニング、ビジョントレーニング等を行い、楽しく体を動かしながら脳や前庭覚、
固有受容覚、触覚などの感覚を鍛えます。
またサッカー療育は、言語コミュニケーションだけでなく、非言語コミュニケーションが必要となる
チームスポーツを通じて、手、目、体全体を使ったコミュニケーションを学び、同じ目的を持つ仲間と
共に社会性を身につけていきます。

有 片道３０分圏内

お弁当代（実費）

療育方針（力を入れていること）

サッカー療育を取り入れた放課後等デイサービスです。
サッカーの技術を上達させるのが目的ではなく、サッカー（スポーツ）を通して楽しみながら
「脳や感覚の発達（感覚統合）」「コミュニケーション能力の向上」「集団ルールの理解や集団活動」
を向上させる療育です。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

15：00　学校への送迎・来所・身支度・宿題

15：35　集合（スケジュールの確認）

15：40　移動　晴天時：石井緑地
　　　　　　　　雨天時：体育館

16：00　活動：サッカー（おやつを含む）

17：35　帰りの会

17：40　送迎出発

  9：00　送迎・来所・身支度
  9：35　集合（スケジュールの確認）・移動
10：10　活動：サッカー　（晴天時：鬼怒川緑地）
11：40　移動
12：00　昼食
12：30　自由時間：公園遊び、自主学習等
15：00　おやつ
15：10　自由時間
15：55　帰りの会
16：00　送迎出発

※気温・天候により活動時間の変更があります。

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

放課後等デイサービス・グローバルキッズメソッド城東店です。
・城東店では、・毎日の宿題サポートを行っています。一人ひとりのペースに合わせた学習サポートを
行います。
・グループ活動では、運動や工作などの創作活動を行います。楽しい活動を通して他者と関わる経験を
積みます。
・毎日様々なレクリエーションをご用意しています。
・コミュニケーション方法の手段を学べるようレクリエーションのカリキュラムを用意しています。
・お友達とのかかわりの中で適時コミュニケーション方法をサポートし、より良い社会性が身につくよ
うにスタッフ一同サポートします。

有 学校～本事業所～ご自宅

レクリエーション費用・食費（任意）・おやつ代

療育方針（力を入れていること）

・言語療法・運動療法・ソーシャルスキルトレーニング（SST）・学習支援・集団療育

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校への送迎
宿題
おやつ
レクリエーション
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
レクリエーション
昼食
レクリエーション
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色

日・お盆・年末年始以外
平日10:00 19:00

土・祝：8:00 18:00

0950101253

放課後等デイサービス

ハッピーライフケア（株）

宇都宮市城東1-9-6

９０．グローバルキッズメソッド５８（城東店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒321-0935

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和4年4月1日

028-612-3537

028-612-3538
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

９１．コペルプラス宇都宮いちょう通り教室

所在地

utsunomiya-icho@copelplus.copel.info

〒320-0806

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和4年5月1日

028-666-8793

028-666-8794

火曜日～土曜日
（祝日・年末年始・お盆休みを除く）

10：00～18：00

0950101006

放課後等デイサービス

(株)コペル

宇都宮市中央1-10-9
トラスティ大銀杏ビル11階

　コペルオリジナルの算数・国語プリント等を使用し、発達段階に応じた学習支援を行います。バラエ
ティに富んだ認知課題、ソーシャルスキルトレーニング等にも取り組みます。お子様が『楽しい』と感
じ『自分はできる』『もっとやりたい』という気持ちを育むことを目指します。また、ABA理論を基に
楽しみながら自然と適切な行動を学習していけるよう支援します。
　コペルプラス宇都宮いちょう通り教室では個別療育（個室で指導員とマンツーマンのレッスン）を軸
に、小集団療育（集団の中で社会性を育むためのコミュニケーショントレーニングクラス、ソーシャル
レッスンクラス）や地域支援（お子様の在籍する小学校・特別支援学校等と連携し、ご利用者様も他の
お子様も過ごしやすい環境を作るための支援）にも取り組みます。

無

基本的にはございません

療育方針（力を入れていること）

コペルプラスでは、お子様の自己肯定感を育むことから始めます。できないことに対しての訓練ではな
く、豊富な教材で楽しく遊び幅広い刺激を受けながら「できること」「楽しいこと」を増やし、お子様
が自ら幸せになる姿を目指します。
宇都宮いちょう通り教室ではすべてのお子様・保護者様と誠実に向き合い、お子様にとって「今なにが
大切か、なにが必要か」を考え、楽しみながらお子様の前向きな言動につなげられるよう努めてまいり
ます。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

①10：00～11：00
②11：20～12：20
③14：20～15：20
④15：40～16：40
⑤17：00～18：00

上記の時間で、個別・小集団療育を行います。お
部屋での活動とプレイルームでの身体を動かす活
動、また毎回レッスンの終わりに保護者様と振り
返りの時間もございます。

（平日と同様のスケジュールとなります）

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

９２．グローバルキッズメソッド６３（竹林店）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒321-0974

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和4年6月1日

028-678-8425

028-678-8426

日・お盆・年末年始以外
平日10:00 19:00

土・祝：8:00 18:00

0950101261

放課後等デイサービス

ハッピーライフケア（株）

宇都宮市竹林町1069-1

放課後等デイサービス・グローバルキッズメソッド竹林店です。
・竹林店では、学力・ことば・運動プログラムでお子様の療育環境を提供します。
・室内人口芝の運動専用フロアを完備、ドイツ生まれのボール遊び教室「バルシューレ」を導入し、全
125種目のゲームを通して楽しく運動能力を高めていきます。
・毎日の宿題サポートを行い、一人ひとりのペースに合わせた学習サポートを行います。

有 学校～本事業所～ご自宅

レクリエーション費用・食費（任意）・おやつ代

療育方針（力を入れていること）

・作業療法・運動療法・ソーシャルスキルトレーニング（SST）
・学習支援・集団療育

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校への送迎
宿題
おやつ
レクリエーション
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
レクリエーション
昼食
レクリエーション
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

ピースでは①コグトレ②音楽③食育の3本柱で療育・支援を行っています。
①コグトレ：認知機能トレーニング・認知作業トレーニング・認知ソーシャルトレーニングで構成。身
体面、学習面、社会面の3方向から困っている子どもを包括的に支援するプログラムです。ゲーム感覚
で楽しみながら年齢・発達段階に合わせたプログラムでサポートします。
②音楽：音楽を通し、自己実現を促すという表現や集中力の向上、不安の解消、QOL（生活の質）の向
上を目的とし計画的に音楽療育を行います。集団での音育や音過敏のお子さまにはイヤートレーニング
から始め、苦手な音を遠ざけるのではなく、音の正体を確かめ受け入れられるように支援します。
③食育：定期的におやつや昼食を皆で協力しながら作る食育活動を行います。調理ではなく「食育」の
観点から、自ら食材選びを行い、食材に触れ、調理機器の使用方法や洗浄の仕方を学び、食への関心を
高めます。

有 宇都宮市（その他ご相談下さい）

おやつ代50円/1日、昼食代（任意）、調理材料費、その他必要に応じて徴収

療育方針（力を入れていること）

障がい児保育、特別支援学級の経験を持つスタッフを中心にお子さまの課題と得意を認識し「やってみ
よう」を育み「できた！」という自信に繋がる発達の段階に合わせた支援を行います。子ども一人ひと
りの個性を尊重し認め合いながら協力し合える居心地の良いお子さまの居場所を提供させて頂きます。
お子さまとそのご家族に寄り添いながら、今だけでなく、5年後、10年後、またその先の将来を視野に
入れながら、子どもたちが社会の一員として生活できるように成長・自立をサポートしていきます。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

・学校・ご自宅へお迎え
・健康チェック・荷物整理・手洗い・消毒・排泄
・認知トレーニング・学習（宿題）
・おやつ
・その日のプログラム（個別・集団療育）
・自由遊び
・読み聞かせ
・終わりの会
・送迎出発・保護者様お迎え

・ご自宅へお迎え
・健康チェック・荷物整理・手洗い・消毒・排泄
・はじまりの会
・認知トレーニング・学習（宿題）
・施設外活動、クッキング等
・昼食
・読書・コグトレ
・おやつ
・その日のプログラム（個別・集団療育）
・自由遊び・読み聞かせ・終わりの会
・送迎出発・保護者様お迎え

療育の特色

月曜日～土曜日・祝日
9：30～17：00

時間外についてはご相談下さい。

0950101279

放課後等デイサービス

PEACE（同）

宇都宮市東簗瀬1丁目31-6

９３．ピース

所在地

mail@peace-llc.com

〒321-0925

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和4年7月1日

028-666-8654

028-666-8654
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

療育方針（力を入れていること）

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

療育の特色

0950101238

放課後等デイサービス

インターネット株式会社

宇都宮市平出町1777－3

９４．うつのみや児童発達支援事業所にこっとキッズ

所在地

〒321-0901

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和4年7月1日

028-660-2510

028-678-6900
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

入室
宿題
すらら学習※
おやつ
個別または集団活動
自由あそび
退出→送迎開始

※場合によって、内容等を変更する場合がありま
す。

入室
始まりの会
学習（宿題・すらら学習等）
外遊び・散歩
昼食
個別または集団活動
自由あそび
おやつ
清掃
帰りの会
退出→送迎開始

療育の特色★Dream Kids オリジナルプログラム★

『えんぴつ書写』
　書道の教員免許を持つ専門スタッフ、書写書道指導者ライセンス資格を持つ専門スタッフが「やさし
く・ていねい」に支援いたします。また、「全国ひらがなかきかたコンクール」に出品し、お子さまの
「やる気・自信」を引き出します。

『スタディーミュージック』
　経験豊富な専門スタッフによる、楽譜の読み方や音楽の基礎を身につける「ソルフェージュ」を中心
としたプログラムを行っています。

『デジタル学習』
　事業所初導入の「RoBoHoN」では、プログラミングを通してロボットを動かすことができます。
その他、次世代型教育システム「すらら」での学習、「文部科学省後援事業　毎日パソコン入力コン
クール」への参加を目指したタイピング学習も行うことができます。

所在地

【おやつ代￥50/日】【昼食代￥500/日※任意】【その他　活動（レク費）等】

療育方針（力を入れていること）

夢に向かって　お子様の「できたっ！」を育む療育をご提供いたします。

一日のスケジュール（場合によって内容等を変更する場合があります）

平日 休日・長期休暇時

dkids.star@gmail.com

月・火・水・金・土
月・火・水・金・土：放課後～17：30
学校休業日：9：00～16：00

有　※要相談 宇都宮市内　※要相談

株式会社ドリーム

〒321-0934

宇都宮市簗瀬4丁目22-11
コーポラス芳賀1FA号室

028-307-6525

028-306-2917

９５．Dream Kids簗瀬店

0950101287

放課後等デイサービス

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和4年8月1日
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

・テーマに沿って個別の部屋が完備（ボルダリング・上り棒・ボールプール・ボーネルンドの玩具）さ
れているので、子どもたちが楽しんで活動ができます。
・リトミック、オリジナル学習教材で、伸び伸びを支援を行います。
・行動療法を取り入れた支援を行っています。
・学習は、苦手な教科もマンツーマンで指導を致します。
・就労に向けて、手芸やパン作りや軽作業など将来に向けて幅広く支援を行っています。

有 宇都宮市内

おやつ代100円/日

療育方針（力を入れていること）

子どもたちが「こころ」と「からだ」で感じることを大切にしています。「体験」し、「体感」し、
「体現」することをテーマにして、その中で得たものを糧として、自立できるようにサポートしていき
ます。また、運動療育・生活訓練・音楽療法（リトミック）、SST、創作活動、個別療育を行っていま
す。
施設は、オルゴールが流れていて、子どもたちがワクワクする空間です。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

下校時～
学校へお迎え
検温・消毒
学習
おやつ
集団療育・個別療育
自由遊び
帰りの会
送迎

ご自宅へお迎え
検温・消毒
学習
集団療育
自由遊び
お昼
学習
集団療育・個別療育
おやつ
自由遊び
帰りの会
送迎

療育の特色

月曜日から土曜日・祝日
平日　13:00～17：00

土曜日・祝日　9：30～15：30

0950101295

放課後等デイサービス

(株)インクルーシブ

宇都宮市元今泉７－９－１０

９６．パプリカキッズラボ

所在地

info@paprika-kids.com

〒321-0954

10名(児発と放デイ合わせて10名）

令和4年9月1日

028-666-8502

028-666-8503



事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

９７．スリールラボ

所在地

3li.labo@w-nagomi.co.jp

〒　３２１－０１５８

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和4年10月1日

０２８－６１５－７１４８

０２８－６１５－７１４９

月曜日から金曜日（祝日開所）
10:00～17:30（平日）
10:00～16:00（祝日）

0950101303

放課後等デイサービス

株式会社　和

宇都宮市西川田本町3丁目8ー18

小学校高学年から高校生を主として就労に特化した療育訓練を行っております。
当事業所の療育は、SST・LST・PCトレーニング・職場体験で構成しています。
就労に必要なSST・LSTを行い、社会性・生活性を身につけます。また作業トレーニングでは、実際に
就労支援で使用している材料を使用してトレーニングを行うことで就労への意識付けとなるよう工夫を
しています。
職場体験では、コンビニやスーパー、などの小売店から美容室や印刷会社等のクリエイティブな会社様
に祝日や長期休みの時間を活用をして職場体験を組ませていただいています。

有
事業所から概ね30分程度。
30分以上の場所に関しては応相談。

教材費　350円/月　　おやつ代　５４円/日

療育方針（力を入れていること）

小学校高学年～高校生を主な対象として就労特化型の放課後等デイサービスとして療育を行っていま
す。
また、平日の日中の時間は不登校のお子様を受け入れ、学習支援をプリント、脳機能バランサー等のア
プリを使用してサービス提供しています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

（不登校等の理由により日中利用する場合）
10:00～10:30　学習
10:30～10:45　休憩
10:45～11:15　学習
11:15～11:30　休憩
11:30～12:00　学習
12:00～13:00　お昼休憩
13:00～13:20　作業トレーニング
13:20～13:30　休憩
13:30～13:50　SST・LST・PCトレーニング
13:50～14:10　休憩
14:10～14:30　おやつ（振り返り）
15:00～　　　　 送迎開始

（学校終了後利用の場合）
15:30～16:00　宿題またはプリント学習
16:00～16:30　作業トレーニング
16:10～16:40　休憩
16:40～17:10　SST・LST・PCトレーニング
17:10～17:30　おやつ（振り返り）
17:30～　　　　 送迎開始

10:00～10:30　作業トレーニング
10:30～11:00　休憩
11:00～11:30　SST・LST
11:30～12:00　PCトレーニング
12:00～13:00　お昼休憩
13:00～15:30　職場体験・外出等
15:30～16:00　おやつ（振り返り）

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

９８．サカフル宇都宮店

所在地

info@soccerful.jp（総合受付）

〒320-0823

10名

令和4年11月1日

028-612-3485

028-612-3486

日・お盆・年末年始以外
平日10:00 19:00

土・祝：9:00 18:00

0950101311

放課後等デイサービス

ハッピーライフケア(株)

宇都宮市御蔵町2-18

サッカーを主軸とした「スポーツのチカラ」で子どもたちの「心」「身体」「思考」の健全な成長を促
し、社会生活に欠かせないソーシャルスキルの向上を目指します。サカフル宇都宮では、スポーツを専
門的に取り入れることで子どもたちの成長にプラスαの刺激を提供します。

・日常的に運動を取り入れることで基礎体力の向上
・身体の使い方を習得
・「走る+蹴る」などの「同時動作」によりマルチタスクスキルの向上
・状況に応じた適切な判断力の向上

有 学校～本事業所～ご自宅

おやつ代・レクリエーション費用・昼食代(任意)

療育方針（力を入れていること）

・運動療法
・ソーシャルスキルトレーニング(SST)
・学習支援
・集団療育

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

学校への送迎
宿題
おやつ
スポーツ療育
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

ご自宅への送迎or保護者様送迎
スポーツ療育
昼食
宿題等室内活動
おやつ
余暇
ご自宅への送迎or保護者様お迎え

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名 写 真

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

９９.放課後等デイサービス　ウィズ・ユー宇都宮瑞穂

所在地

wy.utsunomiyamizuho@outlook.jp

〒321-0921

10名（児発と放デイ合わせて10名）

令和4年12月1日

028-666-8454

028-666-8464

月曜日から土曜日
祝日・長期休暇

平日　午後２時～午後５時１５分
平日以外　　午前９時～午後４時

0950101329

放課後等デイサービス

株式会社　Ｎ

宇都宮市瑞穂１丁目16-9

・お子様の生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流等のメニューを設け、お子様本人の希望を
   踏まえたサービスを提供しています。
・AIDMA(注意・興味・要求・記憶・行動)を軸に個別対応も実施しています。
・個々の特性を把握し、個別の支援計画に基づく日常生活・社会適応支援を実施しています。
・送迎は、お子様・保護者様のご要望に対応し、学校終了時は学校まで、帰宅時はご自宅までお送りし
　ます。お子様の入退室をメールでお知らせする安心の連絡システムを導入しています。
・お子様の将来を育むプログラミング学習を導入しています。LEGO・tｏiｏといった体験型ツールを
　通じて、ひらめきや応用力・空間認識・論理的思考を育み、お子様の創造力を豊かにしたいと考えま
　す。

有 宇都宮市・上三川町内

おやつ代・遠足参加費など

療育方針（力を入れていること）

知的障害、発達障害のあるお子様(小学校入学～１８歳まで)を対象に、お子様をお預かりし、様々な活
動を通して生活能力やコミュニケーション能力を高める為に必要な訓練をする場です。多様なプログラ
ムを準備し、保護者様のお声にも耳を傾け、関係各所様と連携し、お子様のペースに合わせてた支援を
行います。「楽しく・笑顔で・幸せに」毎日過ごしましょう。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

14:00   送迎～来所・健康チェック・手洗い
　　　　学校の宿題など
15:00   おやつ
15:30   自由遊びなど
16:20   集団活動
17::00  帰りの準備・帰りの会
17:15   ご自宅へ送迎

※学校お迎え時刻、入室時刻は学年に寄る

9:00   送迎～来所・健康チェック・手洗い
          自由遊びなど
　　※外出レクリエーションへ出かける場合あり
12:00  昼食(お弁当持参)・歯磨き
　　　　映画鑑賞など
13:00  室内レクリエーションなど
　　※活動内容は日に寄り異なる／行事計画配布
15:00  おやつ
15:30  自由時間
16:00  帰りの準備・帰りの会
16:15  ご自宅へ送迎

療育の特色
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保 育 所 等 訪 問 支 援 

 

１．宇都宮市子ども発達センター若葉園・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７３ 

２．パレット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７４ 

３．小児多機能型事業所 ＫＯＤＯＭＯＴＯ・・・・・・・・・・・・・・・・ １７５ 

４．グローバルキッズメソッド３７・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７６ 

５．栃木県立リハビリテーションセンター こども発達支援センター・・・・・ １７７ 

６．アリス Family Support・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７８ 

７．コペルプラス 宇都宮駅前教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７９ 

８．コペルプラス いちょう通り教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８０ 

９．パプリカキッズラボ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８１ 
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

１．宇都宮市子ども発達センター若葉園

所在地

u19040500@city.utsunomiya.tochigi.jp

〒320-0851

平成28年4月1日

028-647-4710

028-647-4715

月曜日から金曜日 午前９時３０分から午後３時

0950100313

保育所等訪問支援

宇都宮市

宇都宮市鶴田町970番地１

・発達支援が必要な保育所等に通うお子さまに対し，若葉園の訪問支援員が保育所等に訪問し，食事や
着脱な　　どの日常生活に必要な動作や集団生活への適応に向けた支援を行います。
・お子さまの課題と保護者の意向を把握し，個別の支援計画を策定します。個別の支援計画に基づき，
障がい児本人に対する集団生活適応のための支援を行います。
・訪問先施設のスタッフに対する支援方法の指導を行います。

無

無

療育方針（力を入れていること）

・クラスの活動に楽しく参加する。
・自分でできることが増える。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

9：30  　保育所等訪問
　　　   　行動観察
　　　 　  個別療育の実施
11：30　担任との振り返り・支援方法等の指導
訪問後　　保護者への報告（支援内容の説明等）
 

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

２．パレット

所在地

asagao_palette@dune.ocn.ne.jp

〒321-0901

 

平成29年1月1日

028-612-3138

028-612-3137

毎週月曜日～土曜日
（お盆・年末年始・ＧＷ休業あり）

平日　：　10：00～18：00
休日　：　9：30～17：00

0950100438

保育所等訪問支援

(株)あさがお

宇都宮市平出町3851-4
ニコルハイツ201

・幼稚園、保育園、学校の先生方と話し合いを重ねながら、主な生活の場で取り組むべき課題と、療育
で行うべき課題、家で取り組むべき課題の整理をして、無理のない方法を提案するよう努めています。
・高い療育効果が出るよう、それぞれの場で対応を統一することを目指しています。
・原則、パレットの児童発達支援もしくは放課後等デイサービスとの併用をお願いしております。

無

療育方針（力を入れていること）

・「社会で生きる子どもを育てる」を合言葉に、「コミュニケーション」「学習」「働くためのスキ
ル」「自立のためのスキル」の４本柱を育てることを大切にして、指導にあたっています。
・生活の場（幼稚園、保育園、学校）の方針を大切にしながら、その中で本人が充実した生活を送れる
ような支援を行っています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

支援内容によって訪問時間は変動します。状況に
よって放課後の訪問も行っています。訪問時間は
訪問先との協議により決定します。

<訪問例>
10:00～10:30　   訪問の趣旨説明
　　　　　　　　　保育内容・授業内容の確認
10:30～11:30　  本人観察・直接支援
11:30～12:00　  担任・加配との面談

行事等の観察が必要な場合は対応いたしますが、
原則行っておりません。

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

★育児・療育支援
施設の訪問だけでなくご家庭にも定期的に訪問し、情報共有やご家族との時間の過ごし方（接し方や遊
び方）等についても関わりをもっていきます。
★多職種連携
作業療法士、公認心理師、言語聴覚士、看護師などがそれぞれの専門的立場から意見交換しながら、お
子さんに合った支援を考えていきます。
★医療連携
同一事業所内の訪問看護ステーションと連携を図り、医療を含めた療育のあり方やより良い支援方法を
検討しながら進めていきます。

無 －

無

療育方針（力を入れていること）

・お子さんの可能性を信じ続けてあげること
・専門的な支援を丁寧かつ丁寧に実践し続けること
・家族の思いに寄り添える立場であり続けること
・関係者を“和で輪で”成長を見守り続けること

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

訪問時間は、ご希望される活動場面をふまえて
訪問先と調整します。
（朝の準備、製作活動、食事、自由遊び、等）

療育の特色

月曜日～金曜日
（12/30～1/3を除く）

8：00～17：00

0950100750

保育所等訪問支援

yoboiryo(株)

宇都宮市下栗町2913-1

３．小児多機能型事業所 KODOMOTO

所在地

hoikujotouhoumon@yoboiryo.co.jp

〒321-0923

－

平成31年1月1日

028-615-7420

028-615-7430
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

４．グローバルキッズメソッド３７（鶴田店プラス）

所在地

info@gkids-method.com（総合受付）

〒320-0851 

-

令和2年11月1日

028-680-5944

028-680-5945

月～土 応相談

0950100982

保育所等訪問支援

ハッピーホールディングス(株)

宇都宮市鶴田町1429-1

・保育園や幼稚園等への訪問は、児童発達支援で支援を行っているスタッフが行います。

有 応相談

-

療育方針（力を入れていること）

グローバルキッズパーク鶴田店プラスでは、保育所（保育園）や幼稚園、小学校など、お子さまが普段
通っている施設に支援員が訪問し、集団生活への適応をサポートします。

一日のスケジュール

月～土 休日・長期休暇時

　9:00 保育所着
　9:30 打ち合わせ 担当保育士より情報収集
10:00 対象児の状況確認 普段の集団での様子を評価
10:30 直接支援
　　　  支援方法の検討、
　　　  直接的なリハビリテーションの実施や、運動機能療
　　　　法や言語・構音・吃音へのアプローチと対応の伝達
　　　  問題行動への対応方法の伝達
　　　  場面や時間の構造化の伝達
11.00 打ち合わせ次回までの課題の確認
　　　  次回の訪問に日程調整
11.30 報告書作成

ー

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

５．栃木県立リハビリテーションセンター　こども発達支援センター

所在地

riha-tsuuen@tochigi-riha.jp 

〒320-8503

 

令和３年４月１日

028-623-6128

028-623-6129

月～金 午前中（２～３時間）

0950100669

保育所等訪問支援

地方独立行政法人
栃木県立リハビリテーションセンター

宇都宮市駒生町3337-1

・栃木県立リハビリテーションセンターのこども発達支援センターに併設された事業所です。そのた
め、保育士に加え、理学療法士や作業療法士・言語聴覚士など多様な専門職が、必要に応じてお子さん
の通う保育園等を訪問し、様子を伺ったりアドバイスを行うことができます。

無

無

療育方針（力を入れていること）

　保護者からの依頼により、職員がお子さんの通う保育所や幼稚園等に出向く事業です。
　保育所等のスタッフと情報を共有し、お子さんがより健やかに成長できるように、また集団生活の場
所で安心して過ごせるように支援しています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

訪問先の園のスケジュールに合わせ、お子さんの
様子を見させていただきます。

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

園や保護者と随時連携しています。より良い支援効果がでるため、園の生活、家庭での様子を把握し、
一貫した支援できるように、話し合いながら進めています。

無

療育方針（力を入れていること）

「日常生活に必要な能力が身につく」、「社会性やコミュニケーション能力が身につく」、「自己肯定
感が高まる」、「環境に左右されずに子どもが自立して生活を送れる」ように支援します。また幼稚
園・保育園の方針に沿いながら一貫した支援でより良い療育できるように連携しています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

●幼稚園・保育園や本人のニーズによって訪問
日・時　間を協議して決定します。
●事前に訪問趣旨説明し、園での情報収集。
●行動観察・直接関わって支援を行う
●担任や関わる方と話し合い。

園の行事に合わせて訪問支援を行います

療育の特色

月曜日～金曜日 9：００～１６：００

0950101196

保育所等訪問支援

アリス　Family　Support株式会社

宇都宮市簗瀬町148－1

６．アリスFamily Support

所在地

alicefs202201@kib.biglobe.ne.jp

321-0933

令和4年4月1日

０２８－3061457

０２８－3061457
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

７．コペルプラス　宇都宮駅前教室

所在地

utsunomiya@copelplus.copel.info

〒321-0953

ー

令和4年5月1日

028-689-8458

028-689-8468

火曜日～土曜日
※祝日、8月13日～15日、12月30日～翌年1月3

日を除く
10:00～18:00

0950100974

保育所等訪問支援

(株)コペル

宇都宮市東宿郷４－１－２８
河合ビル７F

幼稚園、保育園、学校の先生方、保護者様と事前面談を通して個別支援計画を作成し、集団生活の場で
取り組むべき課題とコペルプラスの療育で行うべき課題を明確にし、 善の支援方法を提案出来るよう
に努めています。

コペルプラスの療育は、お子さま自身の「学びたい・成長したい」という意欲を 大限に引き出すこと
を第一に考えます。「訓練」ではなく「楽しい遊び」であること。「いやでもがんばる」ではなく「楽
しいからやりたい」であること。
そして、お子さまの瞳が輝くような「療育」を通じ、自発的に取り組み、能力を発揮するお子さまの姿
をサポートします。

無

基本的にはご負担はありません

療育方針（力を入れていること）

保護者様からのご依頼により、コペルプラスで療育を行っている支援員がお子様の通う保育所や幼稚
園、学校等に出向き、先方とお打合せのうえ、直接支援・間接支援を行う事業です。
保育所や学校等のスタッフと情報を共有し、お子様がより健やかに成長できるように、また集団生活の
場所で安心して過ごせるように支援しています。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

訪問先の園・学校のスケジュールに合わせ、お子
様の様子を見させていただきます。

訪問先の園・学校のスケジュールに合わせ、お子
様の様子を見させていただきます。

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

８．コペルプラス　宇都宮いちょう通り教室

所在地

utsunomiya-icho@copelplus.copel.info

〒320-0806

令和4年5月1日

028-666-8793

028-666-8794

火曜日～土曜日
（祝日・年末年始・お盆休みを除く）

10：00～18：00

0950101006

保育所等訪問支援

（株）コペル

宇都宮市中央1-10-9
トラスティ大銀杏ビル11階

　『間接支援』として、お子様の園・学校での様子を見学させていただき、訪問先の先生・保護者様と
情報共有を行います。園・学校での様子を第三者的な視点から観察し、保護者様に園での様子を知って
いただくことで安心と信頼へつなげられるよう支援します。
　保護者様やご本人のご希望、園・学校のご意向に合わせてお子様を支援する『直接支援』にも取り組
みます。こちらの内容も保護者様への報告を行い、より良い支援につなげるためご相談します。療育的
な視点から活動に参加することで、園・学校での生活がよりスムーズになるよう支援します。

基本的にはございません

療育方針（力を入れていること）

コペルプラス宇都宮いちょう通り教室ではすべてのお子様・保護者様と誠実に向き合い、お子様にとっ
て「今なにが大切か、なにが必要か」を考え、楽しみながらお子様の前向きな言動につなげられるよう
努めてまいります。
保育所等訪問支援では、園や学校等と情報共有・連携を密にしお子様の『できた』を少しでも増やすこ
と、お子様と保護者様にそれを少しでも多く実感していただくことを目指します。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

スケジュールやご希望の活動場面等に合わせて、
訪問先の園・学校との調整させていただきます。

療育の特色
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

９．パプリカキッズラボ

所在地

info@paprika-kids.com

〒321-0954

令和4年9月1日

028-666-8502

028-666-8503

月曜日から金曜日 10：00～14：００

0950101295

保育所等訪問支援

(株)インクルーシブ

宇都宮市元今泉７－９－１０

施設の訪問、ご家庭の訪問をして、情報共有や家族との接し方、遊び方についても支援を行います。生
活の場で、本人が自分らしく生きられるように支援を行います。

無

療育方針（力を入れていること）

保護者からの依頼により、職員が保育所や幼稚園に訪問して、集団生活への適応をサポートいたしま
す。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

訪問時間は、訪問先の園のスケジュールに合わせ
て、園に訪問いたします。（行動観察・個別療育
の実施）

療育の特色
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居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援 

 

１．宇都宮市子ども発達センターかすが園・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８３ 

２．小児多機能型事業所 ＫＯＤＯＭＯＴＯ・・・・・・・・・・・・・・・・ １８４ 
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

・重い障がいや医療的ケアがある，感染症にかかりやすいなどの理由で外出することが難しいお子さま
に対して，保育士等が自宅を訪問し，様々な遊びをとおして発達を促す取り組みを行います。
・お子さまの課題と保護者の意向を把握し，個別の支援計画を策定します。個別の支援計画に基づき，
日常生活における基本的な動作の獲得やコミュニケーション能力及び生活能力の向上などに向けた療育
を行います。
・個々の障がい特性に応じた療育を実施するため，地区の保健師や訪問看護ステーション，子ども発達
センター内の専門職等と連携を図ります。
・関係機関と連携を図りながら，スムーズに通所施設に移行できるよう，必要な支援を実施します。

無

療育方針（力を入れていること）

・様々な遊び（音楽あそび，感覚あそび，感触あそび，対応あそび等）を通して発達を促す取り組みを
行います。
・四季が感じられるように，季節にちなんだ製作や歌，絵本の読み聞かせや行事の由来などを遊びの中
に取りれるほか，五感を刺激できるような遊びを行います。

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

・健康チェック
・朝のあいさつ
・歌，絵本の読み聞かせ
・ふれあい遊び
・主な活動
・にこちゃん体操
・終わりのあいさつ

療育の特色

月２回程度
（期間及び回数はお子さんの状況により

決めていきます。）
１回２時間程度

0950100032

居宅訪問型児童発達支援

宇都宮市

宇都宮市鶴田町970番地1

１．宇都宮市子ども発達センターかすが園

所在地

u19040500@city.utsunomiya.tochigi.jp

〒320-8540

平成31年4月1日

028-647-4710

028-647-4715
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事業所番号

支援種類

定　員

事業開始日

法人名

電話番号

ＦＡＸ番号

E-MAIL

支　援
提供日

支　援
提供時間

送迎の有無 送迎の範囲

利用者負担以外
にかかる費用

２．小児多機能型事業所 KODOMOTO

所在地

hoikujotouhoumon@yoboiryo.co.jp

〒321-0923

－

令和3年4月1日

028-615-7420

028-615-7430

月曜日～金曜日
（12/30～1/3を除く）

8：00～17：00

0950100750

居宅訪問型児童発達支援

yoboiryo(株)

宇都宮市下栗町2913-1

★看護師や言語聴覚士による療育支援
療育を直接担当するのは小児看護の経験がある看護師または言語聴覚士です（療育方針や内容について
は療育経験のある作業療法士がお子さんの発達に合わせて作成します）。医療的ケアの必要なお子さん
であっても、小さな変化を見落とさずその日その時の状態に合わせた対応のもとで支援します。
★医療連携
同一事業所内の訪問看護ステーションと連携を図り、医療を含めた療育のあり方やより良い支援方法を
検討しながら進めていきます。

無 －

無

療育方針（力を入れていること）

・自宅で楽しめる・触れ合う機会を増やしていくこと
・その子なりの発達を考えて支援していくこと
・これができたらいいな、を大事にしていくこと
・押し付けない関わり方を忘れないこと

一日のスケジュール

平日 休日・長期休暇時

対象に合わせた支援内容で進めていきます。
例）
①あいさつ
②うた、てあそび
③あそぼう（運動遊び、制作遊び、季節の遊び
等）
④えほん
⑤おわりのあいさつ

※支援時間は90分です。

平日と同じ

療育の特色
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