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令和４年１０月２０日時点
板橋区内放課後等デイサービス事業所マップ

※１　マップ上の数字が各事業所の所在地を示しております。
※２　各事業所の番号は、事業所一覧のNo.、事業所ごとの個別ページのNo.と連動しております。

(c)　OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA
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板橋区内放課後等デイサービス事業所一覧

※１　本事業所一覧は令和４年４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可能性がございます。

※２　本事業所一覧は年に１度の更新です。そのため、新たに開設された一部事業所は反映されていない可能性がございます。

※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・個別ページのNo.と連動しております。

※４　事業所情報の詳細につきましては、各事業所の個別ページをご覧ください。

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

対象児童 送迎
医療的
ケア

車椅子
個別
ページ

1
公益財団法人
東京ＹＷＣＡ

東京ＹＷＣＡキッズガーデン 30 174-0043 坂下１－34－25 5914-1854 土 　土　10：00～14：00 小・中・高 〇
〇

要相談
○ 1

2
特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

児童デイサービスもちの木 10 175-0082 高島平１－34－７ 6906-6234 月～土
平　14：00～18：00

土・休　11：00～17：00
小・中・高 × × × 2

3
一般社団法人
俊羽会

放課後サポートわくわく 10 175-0045
西台４－４－11
キャッスル西台１階

6915-7859 月～土
平　　13：00～17：30

土・休　10：30～16：30
小・中・高 〇 × × 3

4
株式会社
フォレスト・ワン

フォレストケア中板橋 10 173-0021
弥生町49－11
NYビル中板橋１階

6905-8913 月～土
平　　13：00～17：30

土・休　10：00～16：00
小・中・高 〇 × × 4

5
株式会社
フォレスト・ワン

フォレストケア下板橋 5 173-0004
板橋３－26－６
リバティ・オザワ１階

6915-5647 月～土
平　　学校下校時間～18：00

土・休　11：00～17：00
小・中・高
（重心）

〇 ○ ○ 5

6
株式会社
イ-アセスジャパン

キャプテンキッズ 10 174-0076
上板橋２－13－３　
ライオンズマンション１階

5940-2155 月～土
平　14：00～18：00

土・休　9：30～16：00
小・中・高 〇 × × 6

7
社会福祉法人
ハッピーネット

ゆめの園みらいず蓮根
放課後等デイサービス

15 174-0046
蓮根３－６－３
都営蓮根3丁目第２ア
パート３号棟１階

3967-3933 月～日・祝
平　14：30～17：30
休　10：00～16：00

小・中・高 〇 × ○ 7

8
社会福祉法人
ハッピーネット

ゆめの園みらいず蓮根
放課後等デイサービス
けやき分園

20 174-0043
坂下２－１－１UR都市機
構　坂下けやき台ハイツ1
号棟１階

3967-3933 月～日・祝
平　14：30～17：30
休　10：00～16：00

小・中 〇 × × 8

9
有限会社
ウイング・ケアサービス

放課後等デイサービス事業所
ウイング・ケアサービス

10 174-0046
蓮根２－21－５
計良ビル201号室

6279-8474 月～金・祝
平　13：30～17：30
祝　10：00～16：00
休　10：00～17：30

小・中・高 〇 × × 9

10
有限会社訪問介護
てんとう虫

放課後等デイサービス事業所
てんとう虫

10 175-0082
高島平９－１－９
メトロード西台５番館店舗
(10）

6782-1111 月～金
平　学校下校時間～17：30

休　9：30～17：30
小・中・高 〇 × ○ 10

11
株式会社
悠湯館

児童デイサービス　悠湯館 10 173-0031
大谷口北町78－６
菱和パレス小竹向原１階

5926-6135 月～土・祝
平　14：00～18：00

土・祝・休　9：30～16：30
小・中・高 〇 ×

○
要相談

11

12
株式会社
このこのリーフ

このこのリーフ 10 175-0094
成増1－14－15
アーバンスパークビル102

6909-9645 月～土・祝
平　　14：15～17：45

土・祝・休　11：00～17：00
小・中・高 〇 × × 12

13
AHCグループ
株式会社

アプリ児童デイサービス高島平 10 175-0082 高島平7－43－２－101 6909-2513 月～日・祝
平　13：30～17：30

土・日・祝・休　10：00～16：00
小・中・高 〇 × × 13

14
特定非営利活動法人
フレンズ

キッズステーションフレンズ 10 174-0075 桜川２－２８－３１ 6906-4150 月～土・祝
平　13：00～17：30

土・祝・休　10：00～17：00
小・中・高 〇 ○ ○ 14

15
株式会社
このこのリーフ

このこのリーフ
板橋区役所前

10 173-0004
板橋２－64－13
Ｙ＆Ⅰビル２階

6905-7190 月～土・祝
平　　14：15～17：45

土・祝・休　11：00～17：00
小・中・高 〇 × × 15

16
株式会社
ふれあいパーク

ドリームボックス高島平 10 175-0082
高島平４－23－15
ハイネス新高１階

6904-1259 月～土・祝
平　　14：00～18：00

土・祝・休　10：00～16：00
小・中・高 〇 ×

○
要相談

16

17
株式会社
オレンジ・ケアサービス

放課後等デイサービス
オレンジスイート

10 175-0083
徳丸７－24－15
徳丸ビル２階

6906-6808 月～土
平　14：00～18：00

土・休　9：00～17：00
小・中・高 ○ × × 17

18
株式会社
このこのリーフ

このこのリーフ
西台駅前

10 175-0082
高島平１－80－13
ティーエス西台４階

6915-7805 月～土・祝
平　　14：15～17：45

土・祝・休　11：00～17：00
小・中・高 〇 × × 18

19
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

10 175-0082
高島平７－18－18
高島平セントラルコート１階

6915-6293 月～土・祝
平　13：30～17：30

土・祝・休　10：00～16：00
小・中・高 〇 × × 19

20
株式会社
このこのリーフ

このこのランド上板橋 10 174-0064
中台１－41－12
セントヒルズ１階

6906-4775 月～土・祝
平　　14：15～17：45

土・祝・休　11：00～17：00
小・中・高 〇 × × 20

21
合同会社
ワンピース

児童デイサービス
・アニマート蓮根駅前

10 174-0043
坂下２－16－８
蓮根駅前福祉ビル301号室

5392-2501 月～金・祝
平　14：00～17：30

祝・休　10：00～16：30
小・中・高 ○ × × 21

22
有限会社
シルバーハート

シルバーハート放課後
デイサービスひまわり　成増

10 175-0094
成増１－５－ 11
ル・アーブル１階

6904-1253 月～土
平　13：30～17：00

土・休　10：30～17：00
小・中・高 ○ × × 22

23
株式会社
ふれあいパーク

ドリームボックスときわ台 10 174-0072
南常盤台２－９－13
キャッスルミナミときわ台
１階

6789-1260 月～土・祝
平　　学校下校時間～17：00
土・祝・休　10：00～16：00

小・中・高 ○ × × 23

24
株式会社ライブリーラ
イフ　そよかぜ

ライブリーライフそよかぜ 10 173-0023
大山町30－18
大澤ビル２階

5926-5996 月～金・祝
平　10：30～17：00

祝・休　10：30～17：00
小・中・高 ○ ×

○
要相談

24

25
株式会社
スリーベル

クローバー　よつばのいえ 10 173-0025 熊野町15－５ 6909-5905 月～土・祝
平　13：30～17：30

土・祝・休　10：00～16：30
小・中・高 ○ ×

○
要相談

25

26
株式会社
このこのリーフ

このこのランド
桜川五本けやき

10 174-0075
桜川３－23－９
ヒルトップＹＳ１階

6906-5841 月～土・祝
平　　14：15～17：45

土・祝・休　11：00～17：00
小・中・高 〇 × × 26

27
こども知育発達研究
センター株式会社

レインボー熊野町 10 173-0025
熊野町15－１
パレ・ドール池袋北101

4291-6550 月～土
平　10：30～14：00
     14:00～17:30

土・休　10：30～16：00
小・中・高 ○ ×

○
要相談

27

28
株式会社
オンリーワン

児童放課後等デイサービス
ノア

10 174-0046
蓮根２－19－４
足立ビル１階　101号室

5918-7290 月～土・祝
平　13：00～18：00

土・祝　9：00～17：00
休　9：00～18：00

小・中・高 ○ × ○ 28

29
社会福祉法人
ハッピーネット

ゆめの園みらいず若葉
放課後等デイサービス

10 174-0065 若木３－15－１ 3935-5780 月～日・祝
平　14：00～17：30
休　10：00～16：00

小・中・高 ○ × ○ 29

30
株式会社
フォレスト・ワン

フォレストケア板橋本町 5 174-0054
宮本町１－１
健生ビル１階

5939-8152 月～土
平　　学校下校時間～18：00

土・休　11：00～17：00
小・中・高
（重心）

〇 ○ ○ 30

31 株式会社ころん
キッズアカデミーころん
板橋校

10 174-0071
常盤台３－26－18
ＫＴビル101号室

3965-0566 月～日・祝
10：00～18：00

（14：00～15：00を除く）
小・中・高 × × ○ 31

32 株式会社悠湯館
児童デイサービス悠湯館
上板橋

10  174-0075 
桜川３-２１-１１　第２宝田
ビル１階

 6906-7465 月～金・祝
平　14：00～17：30

祝・休　10：00～16：00
小・中・高 〇 × × 32

33
株式会社
ＭＧコーポレーション

まぁるチャレンジ 10 174-0046
蓮根２-１９-２８　メトロー
ド蓮根

4291-8682 月～金・祝
平　13：30～17：30

祝・休　10：00～16：00
小・中・高 ○ × × 33

34
合同会社
ＩＣＨＩＧＯ　ＩＣＨＩＥ

放課後等デイサービス
ぬくあい

10  175-0045 
西台４-４-１１　ドヒニ
キャッスル１階

6906-5750 月～土
平　14:00～18:00
土　10:00～17:00

小・中・高 ○ × × 34

35 聖華株式会社
イルカ児童園
（板橋区役所前教室）

10 171-0014
板橋２－64－13
ＧＬＯ板橋２階

6905-7097 15：00～17：00 小・中・高 × × × 35

36 有限会社てんとう虫
放課後等デイサービス事業所
わわわ

10 175-0082
高島平9-1-9　メトロード
西台７番館店舗（15）

6782-0000 月～金
平　学校下校時間～17：30

休　9：30～17：30
小・中・高 〇 〇 × 36

37
株式会社
レガロファクトリー

studio koti（スタジオ　コティ） 10 174-0062
富士見町４－25　シティプ
ラザ富士見103号室

6915-5432 月～土
月～金　14：00～17：30

土　10：00～16：30
小・中・高 〇 × × 37

38 株式会社ANTS Wing－Gardenときわ台 10 174-0072 南常盤台1-23-14 5966-8090 月～土
平　学校下校時間～17:30

土・休　10:00～16:00
小・中・高 〇 × × 38

39
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

10 175-0082
高島平1-74-14
ESPERANZA101

6906-6563 月～金 10：00～17：00 小 〇 〇 〇 39

40
株式会社
ピースマイル

ハートアイランド 10 174-0075
桜川3-20-10　ドミーネ桜
川1階101号室

6912-3314 月～土・祝
平　14:15～17:15

土・祝・休　10:30～16:30
小・中 〇 × × 40

41
株式会社
フォレスト・ワン

フォレストケア大山 5 173-0034
幸町1-8カーサ大山幸町
101号

5926-8944 月～土
平　　学校下校時間～18：00

土・休　11：00～17：00
小・中・高
（重心）

〇 〇 〇 41



No.1

板橋区坂下1-34-25　東京YWCA板橋センター

03-5914-1854 FAX 03-5914-1852

送迎 給食 無し、弁当持参

対象

日時

主な内容

スタッフ

　土　10：00～14：00

調理、買い物、外出、工作、プール、レク等々、家族単位で経験することが難しいとっ

ておきの活動を、毎回チャレンジプログラムとして行います。

保育士、児童指導員、介護福祉士　等

特色

平日は幼児の児童発達支援を行っているため、放デイは土曜日のみ実施。学年の近い4つ

の小集団に分けて、ABAをベースにした療育の視点から個別支援計画に基づく支援を行

います。家族単位では経験することが難しいとっておきの体験を提供し、子どもたちに

とって、また家族にとってのセーフスペースとなることを大切にします。

家族参加プログラムを行って交流を図ります。

バリアフリーの施設で車いすの対応可。医療的ケア児は内容により受入れ可。

送迎バスあり、希望者には対応可。

2022年7月末現在空き無し。

小学１年生から高校３年生まで

（事業所名）東京YWCAキッズガーデン

所在地

電話

連絡可能時間 9：00～17：30

ホームページ http://www.tokyo.ywca.or.jp

交通

＜電車＞

都営三田線「志村三丁目駅」下車 徒歩5分

＜バス＞

国際興業バス「志村三丁目駅」下車 徒歩3分/

「坂下2丁目」下車徒歩1分 地図

あり（車いすも可）

1

http://www.tokyo.ywca.or.jp/


No.2

03-6906-6234 FAX 03-6906-6235

送迎 給食 なし

対象

日時

主な内容

スタッフ

特色

◆小学生（個別学習支援コース）平日２時～４時

・家では宿題に集中できない

・子どもの宿題を見てあげられない

・学校の宿題だけではもの足りない

・学校以外で学習する機会を増やしたい

そんなお悩みをお持ちの小学生の皆さん、もちの木がサポートします！

　

◆中高生（就労準備コース）平日４時～６時　土曜１１時～５時

将来の就労や一人暮らしを視野に入れたプログラムを構成・提供しています。

・パソコン（word／excel）・軽作業（喫茶・清掃・事務）

・ＳＳＴ・生活スキル・ビジネスマナー

小学校高学年からのご利用も可能です。

※将来の自立を鑑み、自力通所となっておりますので予めご了承下さい。

ホームページ https://mochinoki.jimdofree.com

交通

＜電車＞

都営三田線西台駅西口下車徒歩７分

＜バス＞

国際興業バス「高島六の橋」「大東文

化大学」「西台中学校」下車徒歩５分

地図

なし

小学生（個別学習支援コース）　中高生（就労準備コース）

・平日…２時～６時

・土曜／長期休み…１１時～５時

※無料体験・見学随時受付中。お問合せお待ちしております。

ホームページ・ツイッターをご覧下さい。

児童指導員、教員免許、社会福祉主事etc.

所在地

電話

連絡可能時間 平日・土曜（祝祭日休）　１０時～６時

（事業所名）児童デイサービスもちの木

板橋区高島平1-34-7

2

https://mochinoki.jimdofree.com/


No.3

03-6915-7859 FAX 03-6915-7859

送迎 給食 なし。弁当持参（短縮時間等は弁当対応）

対象

日時

主な内容

スタッフ

（事業所名）放課後サポートわくわく

所在地 板橋区西台4-4-11   キャッスル西台１F

電話

連絡可能時間 平日　10：00～19：00

特色

・創作活動

・調理活動

・書道活動

・余暇活動

ホームページ http://www.syunwakai.or.jp

交通

＜電車＞東武東上線東武練馬駅

徒歩１０分

地図

あり

小学１年生～高校３年生

・ 平日 … 13：00～ 17：30(17:30より各家庭送迎開始）

・ 土日 … 10：30 ～ 16：30（9:00からお迎え開始、16:30～お送り開始）

・ 平日 … 13：00～ 17：30(17:30より各家庭送迎開始）

・ 土日 … 10：30 ～ 16：30（9:00からお迎え開始、16:30～お送り開始）

保育士、児童指導員、介護福祉士　等

3

http://www.syunwakai.or.jp/


No.4

03-6905-8913 FAX 03-6905-8917

送迎 給食 あり（１食につき500円）

対象

日時

主な内容

スタッフ

特色

・定員：10名

・送迎：学校からフォレストケアまでの送迎。※土曜日、祝日、長期休暇中は自宅から

フォレストケアまで送迎。フォレストケアからご自宅までの送迎。

・集団活動の中で他者と協力をし、コミュニケーションを取る事を意識した支援

・食事、排泄、当番活動を通して、日常生活の中で必要な基本的な動作を身につけるた

めの支援

・言語聴覚士による口腔訓練等

ホームページ https://forest-care.tokyo/naka-itabashi/

交通

＜電車＞

東武東上線「中板橋」駅 徒歩4分

＜バス＞

「南常盤台」バス停 徒歩4分
地図

あり

小学校1年生から高校3年生まで

（サービス提供時間）

・平日…13時00分～17時30分

・土祝、長期休暇…10時00分～16時00分

・集団活動（創作、音楽、散歩、セラピスト企画、ゲーム大会等）

・日常生活に必要なスキルを身に付けるための支援

・季節ごとの行事、お誕生日会、調理、長期休暇中の外出等

保育士、介護福祉士、言語聴覚士、児童指導員

（事業所名）フォレストケア中板橋

所在地 板橋区弥生町49-11　NYビル1階

電話

連絡可能時間 （平日）午前10:30～19:00　（土・祝祭日）8:30～17:00

4

https://forest-care.tokyo/naka-itabashi/


No.5

03－6915－5647 FAX 03-6915-5648

送迎 給食 仕出し弁当提供あり　弁当持参も可

対象

日時

主な内容

スタッフ

特色

◎重症心身障害児を対象とした事業所です。

◎医師の指示書と保護者様からの依頼に基づいて看護師による医療的ケアの提供と健康管

理を行っています。

◎機能訓練担当職員による身体機能向上の訓練を行っています。

◎指導員他スタッフの専門性を活かした個別支援計画書を作成し、個々の障害や発達の段

階に合わせた適切な支援の提供をしています。

◎遊びと学びの場として、お友達やスタッフと関わりながら安心して楽しい時間を共有し

ていただけるよう活動や遊びの内容に工夫し、お子様の育ちをサポートしています。

ホームページ https://forest-care.tokyo/

交通

＜電車＞

東武東上線　下板橋　徒歩6分

地図

あり

小学１年生～高校３年生

・平日…学校下校時間～18:00

・学校休業日…11:00～17:00

※日曜、5/5、11月第一土曜、年末年始（12/29～1/4）はお休み

◎日常生活の支援～食事・排泄など日常生活の場面において、基本的動作と車椅子やマッ

ト上でのポジショニングの支援

◎集団活動～季節のイベントや創作、リラクゼーション、レクリエーション、誕生日会な

ど

介護福祉士・児童指導員・保育士・看護師

機能訓練担当職員（理学療法士・言語聴覚士・作業療法士）

（事業所名）放課後等デイサービス　フォレストケア下板橋

所在地 板橋区板橋3-26-6　リバティオザワ1F

電話

連絡可能時間 平日…10:30～19:30　　土・祝・長期休み中…9:30～18:30

5

https://forest-care.tokyo/


No.6

03-5940-2155 FAX 03-6701-2486

送迎 給食 ―

対象

日時

主な内容

スタッフ

（事業所名）キャプテンキッズ

所在地 板橋区上板橋２－１３－３　ライオンズマンション１階

電話

連絡可能時間 月～土　平日：１１：００～１９：００　土・長期休暇：９：００～１７：００

特色

ホームページをご覧下さい。

　　　　　　　　　　　（令和４年８月２２日　東京都障害者サービス情報、ホームページ等より引用）

ホームページ http://www.captainkids.info/

交通

＜電車＞

東武東上線上板橋駅南口下車徒歩８分

地図

あり

小学生１年生～高校３年生まで

サービス提供時間　平日：１４：００～１８：００

　　　　　　　　　土・長期休暇：９：３０～１６：００

ホームページをご覧下さい。

児童指導員、その他の従業者

6

http://www.captainkids.info/


No.7

３９６７－３９３３ FAX ３９６７－３９３３

送迎 給食 仕出しのお弁当注文可能　弁当持参も可能

対象

日時

主な内容

スタッフ

特色

みらいず蓮根では様々な活動を通して子どもたちの興味や関心の幅を広げながら、お子様

たちの強みを活かし、成長の手助けを行っております。

室内の活動だけでなく、外部との交流の場を持つ機会も提供しております。子どもたちに

とっていろいろな経験が出来るよう取り組んでおります。

板橋区内に住まわれいている方であれば送迎可能範囲となりますので一度ご相談くださ

い！！

ホームページ https://www.happynet.or.jp/

交通

＜電車＞

都営三田線西台駅　徒歩5分

＜バス＞

国際興業バス

（赤羽駅西口/池袋駅西口から高島平操車場行）

（東武練馬駅から浮間舟渡駅行）

「西台駅」バス停下車　徒歩5分

地図

あり(学校送迎要相談）

小学１年生から高校３年生まで

営業時間/サービス提供時間

・ 平日 … 14：30 ～ 17：30

・ 土日祝長期休暇 … 10：00 ～ 16：00

・ 食事、排泄、更衣等の日常生活支援

・ 他者との関わりを意識した集団活動

・ 個別に合わせた運動や学習等

保育士、児童指導員、介護福祉士　等

（事業所名）ゆめの園みらいず蓮根　放課後等デイサービス

所在地 板橋区蓮根3-6-3 　都営蓮根3丁目第2アパート3号棟1階

電話

連絡可能時間 11:00～17:30
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https://www.happynet.or.jp/


No.8

３９６７－３９３３ FAX ３９６７－３９３３

送迎 給食 仕出しのお弁当注文可能　弁当持参も可能

対象

日時

主な内容

スタッフ

特色

みらいず蓮根では様々な活動を通して子どもたちの興味や関心の幅を広げながら、お子様

たちの強みを活かし、成長の手助けを行っております。

室内の活動だけでなく、外部との交流の場を持つ機会も提供しております。子どもたちに

とっていろいろな経験が出来るよう取り組んでおります。

板橋区内に住まわれいている方であれば送迎可能範囲となりますので一度ご相談くださ

い！！

ホームページ https://www.happynet.or.jp/

交通

＜電車＞

都営三田線志村3丁目駅又は蓮根駅　徒歩１０分

＜バス＞

国際興業バス

（池袋駅西口/池袋駅西口から高島平駅行）

「東坂下2丁目」バス停下車　徒歩5分

地図

あり(学校送迎要相談）

小学１年生から中学３年生まで※高校生に進学された際はみらいず蓮根本園の方にてご利

用となります。

営業時間/サービス提供時間

・ 平日 … 14：30 ～ 17：30

・ 土日祝長期休暇 … 10：00 ～ 16：00

・ 食事、排泄、更衣等の日常生活支援

・ 他者との関わりを意識した集団活動

・ 個別に合わせた運動や学習等

保育士、児童指導員、介護福祉士　等

（事業所名）ゆめの園みらいず蓮根　放課後等デイサービス　　けやき分園

所在地 板橋区坂下2-1-1　UR都市機構けやき台ハイツ101

電話

連絡可能時間 11:00～17:30

8

https://www.happynet.or.jp/


No.9

03-6279-8474 FAX 03-6730-9628

送迎 給食 なし。お弁当持参

対象

日時

主な内容

スタッフ

特色

現在、特別支援学校在籍児童が多い状況となっております。

送迎に関しましては、特別支援学校へのお迎えが主となっていることもあり、支援学級

に在籍されている方は、あいキッズ又はご自宅への弊社指定お時間でのお迎えとさせて

いただいております。

当事業所の特色としては、学校やご家庭とは違った雰囲気の中で、楽しく遊びながら

様々なことを学び、また体験することにより、豊かな感受性を身に着けることができる

こと。また様々な年齢層、多様な人間関係の中で活動を行うことにより、受容性、社会

性を養うことができること。活動の通じて自然と身についていく、成長していける環境

を提供を心がけております。

そして、子どもたち一人ひとりが自分の世界を広げ、豊かな子ども時代を過ごし、社会

に巣立てるよう、ご本人、ご家族様のお手伝いしたいと考えております。

ホームページ https://www.wing-careservice.co.jp

交通

＜電車＞

都営三田線　蓮根駅 下車　徒歩5分

＜バス＞

国際興業バス　池20・赤02・赤84

志村健康福祉センター入口 下車　徒歩5分

地図

あり

小学1年生から高校3年生まで

平日（学校あり）・・・活動時間13:30~17:30（営業時間13:00~18:00）

平日（長期休暇）・・・活動時間10:00~17:30（営業時間9:00~18:00）

祝日・・・・・・・・・活動時間10:00~16:00（営業時間9:00~17:00）

・食事、排泄、更衣など生活能力向上のための支援

・運動や音楽、創作活動、余暇活動を通じた、自己肯定、自己表現感を味わうための支援

・お友達同士での余暇活動を通じた興味関心の幅の広がり、表現能力向上のための支援

・課題学習などを通じた能力向上のための支援

児童指導員（教員免許取得者、介護福祉士）、社会福祉士、精神保健保健士、音楽療法士

（事業所名）放課後等デイサービス事業所 ウイング・ケアサービス

所在地 板橋区蓮根2丁目21番5号　計良ビル201号室

電話

連絡可能時間 平日　13:00~17:30　祝日　10:00~15:30

9



No.10

03-6782-1111 FAX 03-6782-0001

送迎 給食 お弁当持参（仕出し弁当注文可能）

対象

日時

主な内容

スタッフ

特色

・福祉医療関係の学生アルバイトが活躍しています。

・外遊びを中心に外で全身を動かし色々な経験をする場にしています。

・体操遊びを通して体幹を鍛える活動を行っています。

・月２～３回リトミックで歌を歌ったりゲームをしたりしています。

・月２～３回ヨガで体と心に向き合っています。

・卒後を意識した就労準備プログラムとして、紙すきやボールペン組立等を行っていま

す。

ホームページ http://www.tentoumushi-kaigo.jp

交通

＜電車＞

都営三田線西台駅　高島平方面出口左

側へ徒歩30秒 地図

あり

小学１年生～高校３年生

平日…学校下校時間～17：30

学校休業日…9：30～17：30

＊土・日・祭日・12/31～1/3休み

・外遊び

・リトミック、ヨガ

・お誕生会

・季節ごとのタペストリー制作

・読み聞かせ

・図書館、熱帯館等社会資源の利用

介護福祉士・看護士・児童指導員・保育士　等

（事業所名）放課後等デイサービス事業所　てんとう虫

所在地 板橋区高島平9-1-9メトロード西台5番館店舗（10）

電話

連絡可能時間 １０：００～１９：００（土・日・祝・年末年始定休）

10

http://www.tentoumushi-kaigo.jp/


No.11

03-5926-6135 FAX 03-5926-6136

送迎 給食 ―

対象

日時

主な内容

スタッフ

（事業所名）児童デイサービス悠湯館

所在地 板橋区大谷口北町７８－６　菱和パレス小竹向原１階

電話

連絡可能時間 月～土・祝日　平日：１３：００～１９：００　土・祝・長期休暇：９：００～１７：００

特色

ホームページをご覧下さい。

　　　　　　　　　　　（令和４年８月２２日　東京都障害者サービス情報、ホームページ等より引用）

ホームページ http://yuyukan.shop/

交通

＜電車＞

東武東上線ときわ台駅下車徒歩１５分

東京メトロ有楽町線小竹向原駅下車徒

歩１５分
地図

あり

小学生１年生～高校３年生まで

サービス提供時間　平日：１４：００～１８：００

　　　　　　　　　土・祝・長期休暇：９：３０～１６：３０

ホームページをご覧下さい。

児童指導員、その他の従業者
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http://yuyukan.shop/


No.12

東京都板橋区成増1-14-15 アーバンスパークビル102

03-6909-9645 FAX 03-6909-9465

送迎 給食 不定期で実地

対象

日時

主な内容

スタッフ

小学１年生から高校３年生まで

（事業所名）このこのリーフ

所在地

電話

連絡可能時間 平日　11：30～17：00

ホームページ https://kono-kono.com/

交通

＜電車＞

東武東上線「成増」駅徒歩５分

地下鉄副都心線「地下鉄成増」駅徒歩

１分

地図

あり

・ 平日 … １４：１５ ～ １７：４５

・ 土日 … １１：００ ～ １７：００

・ 食事、排泄、更衣などの生活支援

・ 工作、調理実習、レクリエーション等

保育士、児童指導員　等

特色

①：受け入れ可能児童の範囲

　　範囲の規定は特になし

　　ご利用前に３者面談を実地

②：送迎についての詳細

　　＜学校のお迎え＞高島特別支援学校です。それ以外の学校は、お問い合わせくださ

い。

　　＜ご自宅へお送り＞板橋区、練馬区に限ります。

　　　※上記地域でもご自宅の場所によりお受けできない場合がります。

　　　※保護者様がお子様をお送り、お迎えすることで利用できる場合があります。
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https://kono-kono.com/


No.13

03-6909-2513 FAX 03-6909-2514

送迎 給食 なし　弁当持参

対象

日時

主な内容

スタッフ

特色

ホームページ https://ahc.co.jp/

交通

＜電車＞

都営三田線

「新高島平駅」(南口)より徒歩7分 地図

あり

小学1年生から高校3年生まで

・平日(学校のある日)…13：30～17：30

・土日祝(学校のない日)…10：00～16：00

・ 食事、排泄、更衣などの生活支援

・ グループや人との関わりを意識する活動

・ 運動、音楽、造形　等

保育士、児童指導員　等

（事業所名）アプリ児童デイサービス高島平

所在地 板橋区高島平7-43-2

電話

連絡可能時間 平日：10：00～19：00　土・日・祝：8：30～17：30
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https://ahc.co.jp/


No.14

03-6906-4150 FAX 03-6906-4170

送迎 給食 ―

対象

日時

主な内容

スタッフ

（事業所名）キッズステーションフレンズ

所在地 板橋区桜川２－２８－３１

電話

連絡可能時間 月～土・祝日　平日：１２：３０～１７：３０　土・祝・長期休暇：９：３０～１８：００

特色

ホームページをご覧下さい。

　　　　　　　　　　　（令和４年８月２２日　東京都障害者サービス情報、ホームページ等より引用）

ホームページ https://www.kids-friends.net/

交通

＜電車＞

東武東上線上板橋駅南口下車徒歩７分

地図

あり

小学生１年生～高校３年生まで

サービス提供時間　平日：１３：００～１７：３０

　　　　　　　　　土・祝・長期休暇：１０：００～１７：００

ホームページをご覧下さい。

児童指導員、保育士、機能訓練担当職員等

14

https://www.kids-friends.net/


No.15

東京都板橋区板橋2丁目64-13 Y＆Iビル2階

03-6905-7190 FAX 03-6905-7191

送迎 給食 不定期で実地

対象

日時

主な内容

スタッフ

小学１年生から高校３年生まで

（事業所名）このこのリーフ板橋区役所前

所在地

電話

連絡可能時間 平日　11：30～17：00

ホームページ https://kono-kono.com/

交通

＜電車＞

地下鉄三田線「板橋区役所前」駅徒歩

１分

＜バス＞

地図

あり

・ 平日 … １４：１５ ～ １７：４５

・ 土日 … １１：００ ～ １７：００

・ 食事、排泄、更衣などの生活支援

・ 工作、調理実習、レクリエーション等

保育士、児童指導員　等

特色

①：受け入れ可能児童の範囲

　　範囲の規定は特になし

　　ご利用前に３者面談を実地

②：送迎についての詳細

　　＜学校のお迎え＞高島特別支援学校です。それ以外の学校は、お問い合わせくださ

い。

　　＜ご自宅へお送り＞板橋区、練馬区に限ります。

　　　※上記地域でもご自宅の場所によりお受けできない場合がります。

　　　※保護者様がお子様をお送り、お迎えすることで利用できる場合があります。
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No.16

０３－６９０４－１２５９ FAX ０３－６９０４－２２１０

送迎 給食 無し（弁当又は買い物）

対象

日時

主な内容

スタッフ

特色
・個人の能力を伸ばしていける様、一人一人に合った療育を行っています。

・毎月土曜に１～２回調理レクを計画しています。

ホームページ https://dreamboxt4.wixsite.com/takashimadaira

交通

＜電車＞

都営三田線新高島平駅　徒歩５分

＜バス＞

国際工業バス　高島平三丁目停留所

徒歩７分
地図

あり

小学校１年生～高校３年生まで

・平日　１４：００～１８：００

・土曜・祝日（学校休校日）１０：００～１６：００

・身辺自立に向けての生活支援

・個人又は集団での円滑なコミュニケーションの獲得への支援

・調理や制作などのレクリエーション活動　等

・保育士、児童指導員　等

（事業所名） ドリームボックス高島平

所在地 板橋区高島平４-２３-１５　ハイネス新高１階

電話

連絡可能時間 平日１０：００～１８：３０　　土曜・祝日９：００～１７：３０
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No.17

03-6906-6808 FAX 03-5921-2269

送迎 給食 なし。お弁当持参。

対象

日時

主な内容

スタッフ

特色
受け入れ可能児童　・知的障がい

送迎範囲　板橋区全域、練馬区（北町・光が丘・早宮のみ）

ホームページ

交通

＜電車＞三田線西台駅・高島平駅共に

徒歩20分

＜バス＞
地図

あり

小学１年生から高校３年生まで

・平日13：00～18：00・土曜日

・学校休業日9：00～17：00

・人との関わりを意識した活動

・グループでの運動・工作・課外活動

児童指導員・介護福祉士等

（事業所名）放課後等デイサービス　オレンジスイート

所在地 板橋区徳丸7-24-15　徳丸ビル2階

電話

連絡可能時間 平日11：00～17：00
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No.18

東京都板橋区高島平1丁目80-13ティーエス西台4F

03-6915-7805 FAX 03-6915-7806

送迎 給食 不定期で実地

対象

日時

主な内容

スタッフ

小学１年生から高校３年生まで

（事業所名）このこのリーフ西台駅前

所在地

電話

連絡可能時間 平日　11：30～17：00

ホームページ https://kono-kono.com/

交通

＜電車＞

地下鉄三田線「西台」駅徒歩１分

＜バス＞

地図

あり

・ 平日 … １４：１５ ～ １７：４５

・ 土日 … １１：００ ～ １７：００

・ 家庭科室完備

・ 食事、排泄、更衣などの生活支援

・ 工作、調理実習、レクリエーション等

保育士、児童指導員　等

特色

①：受け入れ可能児童の範囲

　　範囲の規定は特になし

　　ご利用前に３者面談を実地

②：送迎についての詳細

　　＜学校のお迎え＞高島特別支援学校です。それ以外の学校は、お問い合わせくださ

い。

　　＜ご自宅へお送り＞板橋区、練馬区に限ります。

　　　※上記地域でもご自宅の場所によりお受けできない場合がります。

　　　※保護者様がお子様をお送り、お迎えすることで利用できる場合があります。
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No.19

03-6915-6293 FAX 03-6915-6294

送迎 給食 ―

対象

日時

主な内容

スタッフ

（事業所名）アプリ児童デイサービス高島平２号館

所在地 板橋区高島平７－１８－１８　高島平セントラルコート１階

電話

連絡可能時間 月～土・祝日　平日：１３：００～１８：００　土・祝・長期休暇：９：００～１７：００

特色

ホームページをご覧下さい。

　　　　　　　　　　　（令和４年８月２２日　東京都障害者サービス情報、ホームページ等より引用）

ホームページ https://apuri-today.jp/facility/apuri-takashimadaira2/

交通

＜電車＞

都営三田線新高島平駅北口

下車徒歩４分 地図

あり

小学生１年生～高校３年生まで

サービス提供時間　平日：１３：３０～１７：３０

　　　　　　　　　土・祝・長期休暇：１０：００～１６：００

ホームページをご覧下さい。

児童指導員、その他の従業者
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No.20

東京都板橋区中台1丁目41-12セントヒルズ1F

03-6906-4775 FAX 03-6906-4785

送迎 給食 不定期で実地

対象

日時

主な内容

スタッフ

小学１年生から高校３年生まで

（事業所名）このこのランド上板橋

所在地

電話

連絡可能時間 平日　11：30～17：00

ホームページ https://kono-kono.com/

交通

＜電車＞

東武東上線「上板橋」駅徒歩１０分

＜バス＞

地図

あり

・ 平日 … １４：１５ ～ １７：４５

・ 土日 … １１：００ ～ １７：００

・ 運動ルーム有

・ 食事、排泄、更衣などの生活支援

・ 工作、調理実習、レクリエーション等

保育士、児童指導員　等

特色

①：受け入れ可能児童の範囲

　　範囲の規定は特になし

　　ご利用前に３者面談を実地

②：送迎についての詳細

　　＜学校のお迎え＞高島特別支援学校です。それ以外の学校は、お問い合わせくださ

い。

　　＜ご自宅へお送り＞板橋区、練馬区に限ります。

　　　※上記地域でもご自宅の場所によりお受けできない場合がります。

　　　※保護者様がお子様をお送り、お迎えすることで利用できる場合があります。
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No.21

03-5392-2501 FAX 03-5392-2503

送迎 給食 なし。弁当持参。

対象

日時

主な内容

スタッフ

特色

小学校1年生から高校生までの幅広い年齢層の中で、主に遊びを通して、他者とのコミュ

ニケーションの取り方、自己主張の仕方、集団で過ごす際のルールなどを学んでもらい

ます。個々のお子さんの特性に配慮し、それぞれの居場所を作ってあげることを心掛け

て、リラックスした楽しい環境作りに努めております。

ホームページ https://1piecehasune.wixsite.com/animato

交通

＜電車＞

都営三田線蓮根駅下車徒歩1分

＜バス＞

国際興業バス蓮根1丁目下車徒歩5分
地図

あり。

小学１年生から高校３年生まで

・平日　14：00～17：30

・祝日・長期休暇　10：00～16：30

・食事、排泄、更衣など、身辺自立に向けての生活支援。

・他者との関わりの中でのルールの理解、社会性の獲得。

・月ごとの装飾作り、リトミックなどによる集団活動。

・送迎サービス。

児童指導員

（事業所名）児童デイサービス・アニマート蓮根駅前

所在地 板橋区坂下2-16-8-301

電話

連絡可能時間 平日　10：00～19：00
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No.22

板橋区成増１－５－１１　ル・アーブル1階

03-6904-1253 FAX 03-6904-1262

送迎 給食 なし。お弁当持参。

対象

日時

主な内容

スタッフ

平日…13:30~17:00

土曜・学校休業日…10:30~17:00

・グループや人との関わりを意識する活動

・運動、音楽、造形　等

児童指導員・保育士・介護福祉士・臨床心理士

特色
・特別支援学校、赤塚新町小支援級の児童を受け入れしている。

・成増周辺、光が丘、田柄近辺の送迎が可能。

小学1年生から高校3年生まで

（事業所名）シルバーハート　放課後デイサービスひまわり成増

所在地

電話

連絡可能時間 10:30～12:30/18:00～19:00（日祝　年末年始定休）

ホームページ 未更新（ひまわり成増開所予定の内容でのホームページは存在する）

交通

＜電車＞

東武東上線「成増」駅より徒歩10分

「地下鉄成増」駅より徒歩10分

＜バス＞

西武バス「旭町都営住宅前」降車徒歩5分

地図

あり
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No.23

03-6789-1260 FAX 03-6789-1260

送迎 給食 無し

対象

日時

主な内容

スタッフ

特色
※１、通学している学校の場所や下校時間により保護者のお迎えをお願いすることがあ

ります。また、ご自宅の場所により保護者のお迎えをお願いすることがあります。

ホームページ https://db-tokiwadai.wixsite.com/website

交通

＜電車＞

東武東上線　ときわ台駅

＜バス＞ 地図

有り※1

受給者証をお持ちの小・中・高生

平日…放課後～１７：００

土・祝・学校休業日…１０：００～１６：００

・食事（おやつ）排泄、移動等の日常生活動作の指導を行います。

・学校の宿題や事業所提供課題等を使っての学習を行います。

・小集団でのコミュニケーションを意識する活動を行います。

・ 工作、調理レク、遠出等を行います。

保育士、児童指導員、介護福祉士　等

（事業所名）ドリームボックスときわ台

所在地 南常盤台２－９－１３　1階

電話

連絡可能時間 平日１０：００～１８：００　土・祝・学校休業日９：００～１７：００
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No.24

５９２６－５９９６ FAX ５９２６－５９９７

送迎 給食 なし。お弁当持参。

対象

日時

主な内容

スタッフ

特色

・小学校１年生から高校３年生まで受け入れ可能（小学生が多く在籍）

・送迎については事業所を中心とした近隣の学校（相談可）

・保育園、幼稚園経験者、療育経験１０年以上の職員が多数在籍

・本人の良いところに目を向け、しっかりと認めていくことで信頼関係を作り、その人

らしく生活できるようにサポートしていきます

ホームページ https://soyonet1.wixsite.com/real-estate

交通

＜電車＞

 東武東上線大山駅より徒歩１分

地図

あり

小学１年生から高校３年生まで

・ 平日 … １０：３０～ １７：００

・ 祝日 … １０：３０～ １７：００

・ 食事、排泄、更衣などの生活支援

・ グループや人との関わりを意識する活動

・ 運動、音楽、創作、外出　等

・行動療法・動作法の提供

保育士、児童指導員

（事業所名）ライブリーライフ　そよかぜ

所在地 板橋区大山町30-18大澤ビル2階

電話

連絡可能時間 平日　９：００～１８：００
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No.25

03-6909-5905 FAX 03-6909-5906

送迎 給食 ―

対象

日時

主な内容

スタッフ

（事業所名）クローバーよつばのいえ

所在地 板橋区熊野町１５－５

電話

連絡可能時間 月～土・祝日　平日：１３：３０～１９：００　土・祝・長期休暇：１０：００～１６：３０

特色

ホームページをご覧下さい。

　　　　　　　　　　　（令和４年８月２２日　東京都障害者サービス情報、ホームページ等より引用）

ホームページ http://yotsubanoie.threebell.jp/

交通

＜電車＞

東武東上線大山駅・下板橋駅

下車徒歩１２～１３分 地図

あり

小学生１年生～高校３年生まで

サービス提供時間　平日：１３：３０～１７：３０

　　　　　　　　　土・祝・長期休暇：１０：００～１６：３０

ホームページをご覧下さい。

児童指導員、その他の従業者
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No.26

東京都板橋区桜川3-23-9ヒルトップYS１階

03-6906-5841 FAX 03-6906-5842

送迎 給食 不定期で実地

対象

日時

主な内容

スタッフ

小学１年生から高校３年生まで

（事業所名）このこのランド桜川五本けやき

所在地

電話

連絡可能時間 平日　11：30～17：00

ホームページ https://kono-kono.com/

交通

＜電車＞

東武東上線「上板橋」駅徒歩１０分

＜バス＞

地図

あり

・ 平日 … １４：１５ ～ １７：４５

・ 土日 … １１：００ ～ １７：００

・ 家庭科室完備

・ 食事、排泄、更衣などの生活支援

・ 工作、調理実習、レクリエーション等

保育士、児童指導員　等

特色

①：受け入れ可能児童の範囲

　　範囲の規定は特になし

　　ご利用前に３者面談を実地

②：送迎についての詳細

　　＜学校のお迎え＞高島特別支援学校です。それ以外の学校は、お問い合わせくださ

い。

　　＜ご自宅へお送り＞板橋区、練馬区に限ります。

　　　※上記地域でもご自宅の場所によりお受けできない場合がります。

　　　※保護者様がお子様をお送り、お迎えすることで利用できる場合があります。
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No.27

板橋区熊野町15－１　パレ・ドール池袋北101

4291-6550 FAX 4283-5825

送迎 給食 なし。お弁当持参。

対象

日時

主な内容

スタッフ

平日…10:30~14:00（フリースクール）

           14:00~17:30（放課後等デイサービス）

土曜…10:30~16:00（週替わりの特別外出療育（放課後等デイサービス）

自分にとって心地の良い場所になったら、プログラムを始めます。

「レインボー熊野町」はもう一つの家庭で、もう一つの学校です。

まずは居場所があってこその通園で、信頼関係の構築を大事にしている。

運動、学習支援、SST　 週替わりの特別外出療育（調理実習　博物館等）

管理者　児童発達管理責任者　児童指導員　保育士　指導員

特色

・主に小学生多数・送迎可能

・小学校教諭経験者、教員免許取得者、保育士、児童福祉経験者のいづれか

　常に3名以上勤務しています。

　経験を生かした療育を提供しております。

フリースクール型　放課後等デイサービス

放課後生 14時～17時30分

普通級や支援級の発達障がいの児童、特別支援学級の児童、適応指導教室の児童。

フリースクール生　10時30分～14時

発達障がいなどが原因で、不登校傾向の児童、午前中から昼過ぎまでご利用できます。

学校振替機能として、個別学習、学校出席扱いになる場合もあります。

中学卒業後はレインボー熊野町から卒業実績のある代々木通信高等学校にて

卒業資格にチャレンジできます。

小学１年生から高校３年生まで

（事業所名）レインボー熊野町

所在地

電話

連絡可能時間 １０：００～１８：００（日曜　祝　年末年始定休）

ホームページ https://rainbow84.wixsite.com/rainbow

交通

＜電車＞

東武東上線「大山」駅より徒歩11分

「下坂橋」駅より徒歩12分

「北池袋」駅より徒歩14分

＜バJR＞

「池袋」駅東口から国際興業バス「熊野

町」より徒歩4分

西口から国際興業バス「金井窪」より徒歩4

分

地図

あり
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No.28

03-5918-7290 FAX 03-5918-7291

送迎 給食 なし

対象

日時

主な内容

スタッフ

特色

法人の「人と同じことをして競わず、自分達にしか出来ないことをして評価を得てい

く」という理念に基づいて療育を行っています。またノアの「私たちは、言葉では伝え

きれないお子様達の想いに応えていきたい」という理念を大切にし１人１人に合った療

育を行いながら社会生活での居場所を得られるような人間形成を目指しています。

ホームページ http://only1-tokyo.co.jp/

交通

＜電車＞ 都営三田線 蓮根駅 徒歩3分

＜バス＞ 地図

あり

小学校1年生から高校３年生まで

・月～金（平日）  13:00～18:00

・土曜日、祝日        9:00～17:00

・学校長期休校日　9:00～18:00

・ 食事、排泄、更衣などの基本的な日常生活支援

・個別療育、グループ療育、集団活動

・ グループや人との関わりを意識する活動

・ 運動、音楽、創作、屋外活動、四季のイベント　等

児童指導員、介護福祉士　等

（事業所名）児童放課後等デイサービスノア

所在地 板橋区蓮根2丁目19番4号 足立ビル101号室

電話

連絡可能時間 平日 9:00～18:00
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No.29

03-3935-5780 FAX 03-3935-5783

送迎 給食 あり。弁当持参可

対象

日時

主な内容

スタッフ

特色

複合型施設という大きな建物の中でのびのび活動ができ、併設されている屋外の球技運

動場での運動が可能。

多目的ホールでは放課後デイサービスで貸し切り様々なイベントを企画。

屋上の農園では野菜を育てる体験も企画しています。

送迎範囲は板橋区全域と練馬区の一部（平和台周辺）をカバーしています。

ホームページ https://www.happynet.or.jp/facility/wakaba/

交通

＜電車＞

上板橋駅(東武東上線)徒歩18分

志村三丁目駅(都営三田線)徒歩17分

＜バス＞

西台公園（国際興業バス）徒歩5分

地図

あり

小学1年～高校3年生まで

・平日…14：00～17：30

・休日…10：00～16：00

・自立活動

・運動療育

・個別学習サポート

サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、児童指導員

（事業所名）社会福祉法人ハッピーネット　ゆめの園みらいず若葉放課後等デイサービス

所在地 板橋区若木3丁目15－1

電話

連絡可能時間 平日11：00～20：00　土日祝日学業長期休暇期間8：30～17：30
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No.30

03-5939-8152 FAX 03-5939-8153

送迎 給食 仕出し弁当提供あり　弁当持参も可

対象

日時

主な内容

スタッフ

特色

◎重症心身障害児を対象とした事業所です。

◎医師の指示書と保護者様からの依頼に基づいて看護師による医療的ケアの提供と健康管

理を行っています。

◎機能訓練担当職員による身体機能向上の訓練を行っています。

◎指導員他スタッフの専門性を活かした個別支援計画書を作成し、個々の障害や発達の段

階に合わせた適切な支援の提供をしています。

◎遊びと学びの場として、お友達やスタッフと関わりながら安心して楽しい時間を共有し

ていただけるよう活動や遊びの内容に工夫し、お子様の育ちをサポートしています。

ホームページ https://forest-care.tokyo/

交通

＜電車＞

都営三田線「板橋本町駅」徒歩2分

地図

あり

小学１年生～高校３年生

・平日…学校下校時間～18:00

・学校休業日…11:00～17:00

※日曜、5/5、11月第一土曜、年末年始（12/29～1/4）はお休み

◎日常生活の支援～食事・排泄など日常生活の場面において、基本的動作と車椅子やマッ

ト上でのポジショニングの支援

◎集団活動～季節のイベントや創作、リラクゼーション、レクリエーション、誕生日会な

ど

介護福祉士・児童指導員・保育士・看護師

機能訓練担当職員（理学療法士・言語聴覚士・作業療法士）

（事業所名）放課後等デイサービス　フォレストケア板橋本町

所在地 板橋区宮本町1-1　健生ビル1階

電話

連絡可能時間 平日…10:30～19:30　　土・祝・長期休み中…9:30～18:30
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No.31

03-3965-0566 FAX 03-3965-0567

送迎 給食 なし

対象

日時

主な内容

スタッフ

特色

子どもたちひとりひとりの「できた！」を少しでも増やしていけるよう、各種専門ス

タッフが職種間の壁を越えて連携を取りながら、応用行動分析に基づいた療育プログラ

ムを提供しています。

・1日10名のお子様を受け入れています。

・送迎はありません。

・現在空きがない為、初回見学や待機に関してもお断りしている状況です。

ホームページ https://www.kids-academy.jp/

交通

＜電車＞

東武東上線「上板橋駅」北口を出て徒歩8分

東武東上線「ときわ駅」を出て徒歩10分

＜その他＞

駐車場：なし

近隣に徒歩30秒のところに有料駐車場がありま

す。自転車は2台置く場所があります。

地図

なし

小学校1年生～18歳

平日・土日祝日共に下記の時間帯から50分の個別療育

10：00～、11：00～、12：00～、13：00～、15：00～、16：00～、17：00～

ソーシャルスキルトレーニング、ライフスキルプログラム等、それぞれのお子さまの

成長に合わせたプログラムを行っています。

公認心理師、臨床心理士、保育士、児童指導員　等

（事業所名）キッズアカデミーころん板橋校

所在地 板橋区常盤台3丁目26-18 KTビル101

電話

連絡可能時間 9：30～18：30
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No.32

03-6906-7465 FAX 03-6906-7465

送迎 給食 あり

対象

日時

主な内容

スタッフ

特色

【受け入れ可能児童の範囲】

板橋区全域、練馬区・北区（一部）

【送迎について】

施設より車15分範囲

【事業所の特色】

発達に関する障害のある子ども、若しくはその心配のある子どもたちを

放課後や学校長期休暇期間にお預かりし、ご家庭と共にひとりひとりの

成長や発達についての支援を行う施設です。

ホームページ http://yuyukan.shop/

交通

＜電車＞

東武東上線 上板橋駅　徒歩5分

＜バス＞

地図

あり

小学1年生から高校3年生まで

・月～金   　　　　１４：００～１７：３０

・祝日、長期休暇   １０：００～１６：００

食事、排泄、更衣などの生活支援

発語、会話などのコミュニケーション支援

身体的能力向上の支援

日常生活の支援

管理者・児童発達支援管理責任者・児童指導員・指導員　等

（事業所名）児童デイサービス悠湯館 上板橋

所在地 板橋区桜川3-21-11 第2宝田ビル1F

電話

連絡可能時間 平日10：00～19：00
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No.33

03-4291-8682 FAX 03-6315-1957

送迎 給食
給食なし・お弁当持参又はお金を持た

せていただければ購入可能

対象

日時

主な内容

スタッフ

特色
・支援級・通級に通っている小学校1年生から高校3年生まで。

・将来の就職を目指しています。

ホームページ

交通

＜電車＞

都営三田線　蓮根駅　徒歩1分

＜バス＞

蓮根一丁目停留所から徒歩3分
地図

有

小学1年生から高校3年生まで

・平日：13：30～17：30

・祝日・長期休み：10：00～16：00

・お金や時計、買い物、コミュニケーション等、将来の自立に必要な支援。

・運動・制作等。

児童指導員、保育士、作業療法士　等

（事業所名） まぁるチャレンジ

所在地 板橋区蓮根2-19-28メトロ―ド蓮根

電話

連絡可能時間 平日　10：00～19：00　　祝日・長期休み　8：30～17：30
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No.34

03-6906-5750 FAX 03-6906-5750

送迎 給食

対象

日時

主な内容

スタッフ

特色

ホームページ https://www.nukuai.net/

交通

＜電車＞

東武東上線　東武練馬駅より徒歩10分

＜バス＞ 地図

小学1年生から高校3年生まで

サービス提供時間

平日　14:00～18:00

土曜　10:00～17:00

・学習、制作などの個別支援

・集団遊び、ダンスなどの集団支援

・調理レクリエーション

・掃除指導

・係活動などリーダーシップを育む支援

児童指導員等

（事業所名）放課後等デイサービスぬくあい

所在地 東京都板橋区西台4-4-11

電話

連絡可能時間 10:00～18:00
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No.35

03-6905-7097 FAX 03-6905-7098

送迎 給食 ―

対象

日時

主な内容

スタッフ

（事業所名）イルカ児童園（板橋区役所前教室）

所在地 板橋区板橋２－６４－１３　GLO板橋２階

電話

連絡可能時間 月～土　９：３０～１７：００

特色

ホームページをご覧下さい。

　　　　　　　　　　　（令和４年８月２２日　東京都障害者サービス情報、ホームページ等より引用）

ホームページ https://irukajidouen-seika.com/（多機能型　URLは児童発達支援の紹介ページです）

交通

＜電車＞

都営三田線板橋区役所前駅

下車徒歩１分 地図

なし

小学生１年生～高校３年生まで

サービス提供時間　１５：００～１７：００

ホームページをご覧下さい。

児童指導員、保育士、機能訓練担当職員等
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No.36

03-6782-0000 FAX 03-6782-0000

送迎 給食 お弁当持参（仕出し弁当注文可能）

対象

日時

主な内容

スタッフ

特色

・福祉医療関係の学生アルバイトが活躍しています。

・外遊びを中心に外で全身を動かし色々な経験をする場にしています。

・週２回のみ医ケア児（医ケア区分２）の受け入れをしています。

・月２～３回リトミックで歌を歌ったりゲームをしたりしています。

・月２～３回ヨガで体と心に向き合っています。

ホームページ http://www.tentoumushi-kaigo.jp

交通

＜電車＞

都営三田線西台駅　高島平方面出口右側

へ徒歩30秒 地図

あり

小学１年生～高校３年生

平日…学校下校時間～17：30

学校休業日…9：30～17：30

＊土・日・祭日・12/31～1/3および職員研修時（不定）休み

・外遊び

・リトミック、ヨガ

・お誕生会

・季節ごとのタペストリー制作

・読み聞かせ

・図書館、熱帯館等社会資源の利用

介護福祉士・看護士・児童指導員　等

（事業所名）放課後等デイサービス事業所　わわわ

所在地 板橋区高島平9-1-9メトロード西台7番館店舗（15）

電話

連絡可能時間 １０：００～１９：００（土・日・祝・年末年始定休）
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No.37

6915-5432 FAX 6915-5433

送迎 給食 なし。弁当または昼食代持参。

対象

日時

主な内容

スタッフ

特色

・利用者の多数が小学生

・施設から片道20分以内が送迎範囲ですが、利用者との兼ね合いにてルートを策定して

おりますので応相談

・小中校の教員、保育士や臨床心理士の資格を持ったスタッフを配置。児童福祉分野に

て4年以上の経験を持つスタッフが複数おり、専門性の高い様々な療育を提供しておりま

す。

・個別支援計画に基づき、ソーシャルスキルトレーニングを軸に、生活面や運動面、身

体面、学習面、社会面など多方面に及ぶ、適切な対処法や解決方法を共に学び、社会へ

の自立を目指し、お子様が楽しみながら成長していくお手伝いをさせていただきます。

ホームページ https://studio-koti.com/

交通

＜電車＞

都営三田線「板橋本町」駅より徒歩6分

東武東上線「中板橋」駅より徒歩12分

＜バス＞

国際興業バス「富士見町」より徒歩1分

国際興業バス「富士見町都営住宅」よ

り徒歩4分

関東バス・都営バス「富士見町都営住

宅前」より徒歩4分

国際興業バス「大和町」より徒歩6分

地図

あり

小学1年生から高校3年生

・平日　14：00～17：30

・土曜日（長期休み期間）　10：00～16：30

・個々の課題に合った療育（日課、学習、工作）

・集団活動におけるルール理解、コミュニケーション能力の向上を目的とした療育（運

動、遊び）

・生活支援（食事、排泄、更衣）

保育士、児童指導員、臨床心理士

（事業所名）ｓｔｕｄｉｏ　ｋｏｔｉ（スタジオ　コティ）

所在地 板橋区富士見町4-25　シティプラザ富士見103

電話

連絡可能時間 平日（10：00～18：30）　土曜日（9：00～17：30）
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No.38

03-5966-8090 FAX 03-6268-9632

送迎 給食 なし。弁当持参。

対象

日時

主な内容

スタッフ

特色

・ときわ台駅徒歩１分にある事業所になります。

    送迎あり。送迎範囲にについては、保護者様との話し合いの上で可能な限りお受けした

いと思いますので、個別にお問合せ下さい。

・パーソナルトレーナーによる運動、身体の使い方、体幹トレーニングを取り入れ、運動

療育を行っています。主な運動はサーキットトレーニングを取り入れています。

ホームページ https://wing-garden.jp/

交通

＜電車＞

東武東上線　ときわ台駅　徒歩1分

＜バス＞

地図

あり

小学１年生から高校３年生まで

・平日　学校下校時間～１７：３０

・土曜日・学校休業日　１０：００～１６：００

・学習支援

・社会生活訓練（SST、社会のルールやマナーの習得、集団生活における協調性、他者と

のコミュニケーションが取れる様にサポート）

・日常生活訓練（基本的な生活習慣の獲得、自立に向けての支援）

・運動・体幹トレーニング

・リトミック

・体験型プログラム（クッキング、職場体験、買い物体験、自然体験）

保育士、児童指導員、社会福祉士

（事業所名）放課後等デイサービス　Wing-Gardenときわ台

所在地 板橋区南常盤台1-23-14

電話

連絡可能時間 平日１１：００～１９：００
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No.39

03-6906-6563 FAX 03-6906-6564

送迎 給食 なし。

対象

日時

主な内容

スタッフ

特色

おれんじ学園sunは、専門職が評価し必要な能力や課題に対して支援をしていきます。

保育士や療法士が協働することで、多職種の視点からお子様に適切な支援を考えていきます。

◆小集団は3つのクラスを準備しています。

さくら組：医療ケア児や重症心身障害児を対象にしたクラスです。

　　　　　看護師を配置し、安全な環境を作り支援します。

　　　　　送迎も行っております。（送迎エリアが決まっております）

いちご組：2歳児クラス・3歳児クラス（年少）の子が対象になります。

　　　　　生活に必要な能力や、先生・友人とのかかわり方・集団生活（行動）を覚えて

　　　　　いくクラスです。

りんご組：年中・年長の年齢の子が対象になります。

　　　　　ルールや順番等、集団生活に必要な能力の獲得や、役割をもって活動できるよ

　　　　　うに支援します。

　　　　　また、就学に向けた相談やそのための支援もしていきます。

◆多様な個別支援

理学療法士や作業療法士・保育士が評価し、その子に必要な支援を検討します。

基礎的な能力の獲得以外にも、学習支援など支援級・普通級に通っているが難しさを感じている

子の支援も行っております。

ホームページ https://orange.tokyo-rehabili.co.jp/

交通

＜電車＞

都営三田線西台駅西口より徒歩5分

地図

医療ケア児・重症心身障がい児のみあり

未就学児～小学生まで

・平日10：00～17：00

【小集団】（未就学児のみ）

・更衣、食事、排せつなどの生活動作の支援

・集団活動で必要なコミュニケーションや社会性などの支援

・運動や工作などで、体づくりや手指の巧緻性・ルールや順番を守るなどの学習

【個別支援】

・専門職が苦手なことや伸ばしたい能力を聴取・評価し、プログラムの立案・支援

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

（事業所名）子ども発達支援ルーム　おれんじ学園sun

所在地 板橋区高島平1‐74－14－101

電話

連絡可能時間 平日9：00～18：00
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No.40

板橋区桜川3-20-10ドミーネ桜川１０１

６９１２－３３１４ FAX

送迎 給食 なし・お弁当持参

対象

日時

主な内容

スタッフ

平日10:00~12:00（児童発達支援）14:15~17:15（放課後等デイサービス）

土曜・祝日・学校休業日10:30~16:30（児童発達支援・放課後等デイサービス）

個別療育・集団療育

個々にあった課題を見つけ、療育方法を考え取り組む。

児童指導員

特色

・幼児から中学生までの児童を受け入れております。

・送迎については上板橋周辺、隣接する練馬区において送迎時間を加味してお受けして

います。

・日々研鑽を積んでおります。

幼児～中学生

（事業所名)ハートアイランド上板橋教室

所在地

電話

連絡可能時間 １０：００～１７：００（水曜・日曜定休）

ホームページ https://houkagodayservice-itabashi.com

交通

＜電車＞東武東上線上板橋駅南口徒歩

５分

＜バス＞

地図

あり
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No.41

03－5926－8944 FAX 03-5926-8945

送迎 給食 仕出し弁当提供あり　弁当持参も可

対象

日時

主な内容

スタッフ

特色

◎重症心身障害児を対象とした事業所です。

◎医師の指示書と保護者様からの依頼に基づいて看護師による医療的ケアの提供と健康管

理を行っています。

◎機能訓練担当職員による身体機能向上の訓練を行っています。

◎指導員他スタッフの専門性を活かした個別支援計画書を作成し、個々の障害や発達の段

階に合わせた適切な支援の提供をしています。

◎遊びと学びの場として、お友達やスタッフと関わりながら安心して楽しい時間を共有し

ていただけるよう活動や遊びの内容に工夫し、お子様の育ちをサポートしています。

ホームページ https://forest-care.tokyo/

交通

＜電車＞

東武東上線　大山駅　徒歩5分

地図

あり

小学１年生～高校３年生

・平日…学校下校時間～18:00

・学校休業日…11:00～17:00

※日曜、5/5、11月第一土曜、年末年始（12/29～1/4）はお休み

◎日常生活の支援～食事・排泄など日常生活の場面において、基本的動作と車椅子やマッ

ト上でのポジショニングの支援

◎集団活動～季節のイベントや創作、リラクゼーション、レクリエーション、誕生日会な

ど

介護福祉士・児童指導員・保育士・看護師

機能訓練担当職員（理学療法士・言語聴覚士・作業療法士）

（事業所名）放課後等デイサービス　フォレストケア大山

所在地 板橋区幸町１－８　カーサ大山幸町101号

電話

連絡可能時間 平日…10:30～19:30　　土・祝・長期休み中…9:30～18:30
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