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板橋区 障がいサービス課 

板橋区 障害児通所支援 
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板橋区内児童発達支援事業所一覧
※１　本事業所一覧は令和４年１０月１日時点のものです。

　   　 また、一部東京都障害者サービス情報からの引用のため、最新の事業所情報と異なる場合がございます。

※２　本事業所一覧は年に１度の更新予定です。そのため、新たに開設された事業所は反映されていない場合がございます。

※３　事業所No.は開設時期の古いもの～新しいものの順になっております。また、事業所マップのNo.と連動しております。

※４　板橋区保健所発行「子どもの発達支援ガイドブック」（２年に１度更新）に詳細を掲載しておりますので、そちらも合わせてご活用ください。

No. 申請者－名称 事業所－名称 定員 所在地 電話番号 提供日
サービス
提供時間

送迎
医療的
ケア

車椅子 個別/集団 備考（事業所特色・実施内容等）

1 板橋区
東京都板橋区立
加賀福祉園 児童ホーム

30 加賀1－7－2 3962-5579 月～金 10：15～14：15 〇 △ △ 集団
未就学児童の児童発達支援。毎日通園グループの他、曜日限定のグループも実施。また、専門職等による個別の時間や少人数
での支援なども行っています。
お子さん個々の発達状況に留意しつつ、幼児としての様々な体験が持てるよう取り組んでいます。お気軽にお問い合わせ下さい。

2
公益財団法人
東京ＹＷＣＡ

東京ＹＷＣＡ
キッズガーデン

30 坂下１－34－25 5914-1854 月～金
月・金　10:00～13:00
火～木　10:00～14:00

〇 △ △ 小集団
ABA（応用行動分析）をベースにした小集団療育を行っています。登園日数（週1～5日）は状況によって話し合って決めますが、直
接お話しする機会を確保するために、送迎バスの利用は週2日以上登園の方に限ります。

3
社会福祉法人
日本肢体不自由児協会

心身障害児総合医療療育
センター

10 小茂根１－１－１０
3974-2146
5965-1137

月～金 10:00～12:00、13:00～15:00 × 〇 〇 小集団

4
株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ
パートナーズ

LITALICOジュニア
板橋教室

10
板橋１－４９－１
板橋センタービル３階

5943-8345 月～日・祝
10:00～17:00

うち月～金　12:00～13:00
土日　12:30～13:30は昼休

× × × 個別・小集団

5 ＡＨＣグループ株式会社
アプリ児童デイサービス
高島平２号館

10
高島平７丁目１８番１８号
高島平セントラルコート

6915-6293 月～土
月～金　13:30～17:30

土　10:00～16:00
△ × × 集団

放課後等デイサービスの児童との混在にて療育を実施します。
様々な年齢の児童との関わりにおいて、相互の社会性を育みます。また、放課後等デイサービスへのスムーズな移行を目指して
います。

6 社会福祉法人常盤会 あゆみ 10
成増５－１５－１
セブンヒルズ土山１階

6915-6317 月～土・祝
月～金　10:00～15:00
土・祝　10:00～14:00

× × × 集団

7 株式会社ころん
キッズアカデミーころん
板橋校

10
常盤台３－２６－１８
ＫＴビル１０１号室

3965-0566 月～日・祝
10:00～18:00

（但し、14:00～15:00を除く）
× × × 個別

現在空きはございませんが、空きができたら順番にご案内しています。初回カウンセリングを行っておりますので是非お問い合わ
せ下さい。公認心理師、臨床心理士、保育士等が在籍しており、ABAに基づいた個別での療育を行っています。毎回セラピー終了
後に親御様と振り返りの時間を設けており、その時間を通じてお子様の成長を共有し、一人ひとりに合わせた支援（言語・コミュニ
ケーション面、情緒・行動面、運動面など）が提供できるようにしております。

8 ウェルビー株式会社 ハビー上板橋教室 10
上板橋２－３１－２
メゾン・ド・ルミエール１階

6906-7540 月～日・祝
9：00～18：00

（但し、12：00～13：00は休憩
時間とする）

× × × 個別・集団

9 株式会社Ｒｙｕｕｒｕ
レガロリーベ．
（特性を理解し支援する教室）

10
中板橋９－１１
パピヨン１F

6874-7638 火～土・祝
①9:00～12:00

　②14:00～16:30
× × × 個別・小集団

10 株式会社共輝 コペルプラス　赤塚教室 10
赤塚新町２－１１－３
ドエルブローニュ1A

6326-5804 月～土・祝
10:00～13:00
14:00～18:00

× × × 個別 一時間単位でのお子様に合わせた個別レッスンを行っています。

11 株式会社ころん
キッズアカデミーころん
ときわ台校

10 南常盤台２－２１－９ 3955-7314 月～日・祝
10：00～18：00

（但し14：00～15：00を除く）
× × × 個別

現在は空きがございませんが、空きが出次第、順次ご案内しております。随時ご見学可能ですので、是非お問い合わせください。
ABA（応用行動分析）を用いたマンツーマン指導が特徴です。それぞれのお子さまに合わせた指導を通し、楽しみながら生活の中
で必要なスキル（コミュニケーション面、言語面、行動面、運動面など）を獲得できるよう支援しています。公認心理師、臨床心理
士、保育士などのスタッフが在籍しています。

12 学校法人渡辺学園
東京家政大学　児童発達
支援事業所　わかくさ

10 加賀１－１８－１ 3961-1977 月～土

月～金　9：30～15：３０　　土
9：30～11：45

（月・木は12：30～13：30、火・
水・金・は12：00～13：00を除く）

× × × 個別・集団
・親子通室で療育を行っています。お子さんへのアプローチだけでなく、保護者がお子さんの姿を一緒に見ることにより、子どもの
特性や障害を理解し、適切なかかわり方を学んでいただくためです。大学施設であるので、教授からの専門的なアドバイスをいた
だきながら、お子さんの姿を多面的に捉えながら活動内容を考えていきます。

13
社会福祉法人
関西中央福祉会

ココロネ板橋 30 向原３－７－９ 5964-5477 月～金 10:00～15:00 〇 × 〇 集団
10名程度のクラスで、集団療育を実施しています。
専従の言語聴覚士が在籍しており、施設内には理学療法士、作業療法士も在籍しています。

14 聖華株式会社
イルカ児童園（板橋区役所
前教室）

10
板橋２－６４－１３
ＧＬＯ板橋２階

6905-7097 月～土
① 10:00～14:00
② 15:00～16:00

× × × 集団・個別

お子様の発達特性を理解しその特性に合わせた子育て支援、指導プランや進路のご相談をお受けしています。お子様がいつでも
どこでも、のびのびと自信をもって遊び学ぶことのできる「自分らしくいられる場」を目指し、お友達との遊びや活動といった集団の
中で、楽しさを感じられる気持ちを育み、やる気と達成感を重ねていただきます。また、個別療育も実施しています。※1　ST（言語
聴覚士）が常勤として在籍しています。※2　現在、土曜日開所しておりませんが、スタッフの配置できしだい開所予定。

15
NPO法人ストロベリー
フィールド

いちごの家 10 上板橋2-13-3 6906-6077 月～金

①9：00～10：30
②10：30～12：00
③13：30～15：00
④15：00～16：30

× × × 個別・小集団

◎ことば・発語リズム：音楽やリズムに合わせて言葉を引き出します
◎指先の練習：指先を使うことで脳に刺激を与えます
◎モンテッソーリ　：やりたい！できた！を増やしていきます
◎リトミック：リズムに合わせて表現活動をします
◎運動：うんてい、のぼり棒、鉄棒、トランポリン、ボルダリング、ターザンロープ等、粗大運動ができます。

16
株式会社
ピースマイル

ハートアイランド 10
桜川3-20-10
ドミーネ桜川1階101号室

6912-3314
月～火・木
～土・祝

平　10:00～12:00
土・祝・休　10:30～16:30

× × △ 個別・小集団

17
株式会社東京リハビリ
テーションサービス

子ども発達支援ルームお
れんじ学園sun

10
高島平1-74-14
ESPERANZA101

6906-6563 月～金 10:00～17:00
医療的
ケア児
のみ

〇 〇 個別・小集団
小集団：さくら組（医療ケア児・重症心身障がい児）・いちご組（2歳児クラス・年少）・りんご組（年中・年長）
個別：未就学児～小学生

18 株式会社ころん
キッズアカデミーころん
成増校

10
成増３－30－14　casa
felice(カーサフェリー
チェ) 1F

3930-5100 月～日・祝
10：00～18：00

（但し14：00～15：00を除く）
× × × 個別

プログラムは1回につき50分（プログラム＋振り返り）。　「ABA（Applied Behavior Analysis）：応用行動分析」の理論を使用してお子
様に療育をご提供しています。

19 株式会社クオリス クオリスキッズぷらす 10 本町35－４　２階 6905-7049 月～金
9：30～16：45

（12:00～13:00除く）
× × △ 個別・小集団 クオリスキッズ板橋本町保育園と併設しております。

20 株式会社共輝 コペルプラス　下赤塚教室 10
赤塚新町１－22－２
セカンドプロスパービ
ル２階

6904-3460 月～土・祝
①10：00～13：00
②14：00～18：00

× × × 個別 一時間単位でのお子様に合わせた個別レッスンを行っています。


