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障害児通所支援事業所一覧

問い合わせ先

箕面市　子ども未来創造局

子どもすこやか室　総合保健福祉センター分室

Tel : 072-727-9520

Fax : 072-727-9522



市内事業所一覧

事業所名称 所在地 児 定員 居 放 定員 保

【1】 箕面市児童発達支援事業所あいあい園 箕面市萱野五丁目7番1号　箕面市総合保健福祉センター分室 ○ 10 0 0 0 0

【2】 こども発達支援センター青空 箕面市稲六丁目15番26号 ○ 10 0 ○ 10 ○

【3】 地域支援センター　わとと 箕面市船場東２丁目6－46　チャレンジMMGビル2階 0 0 0 ○ 10 0

【4】 どれみ 箕面市船場西２丁目１９－９ ○ 10 0 ○ 10 0

【5】 まめべや 箕面市船場西三丁目８番６号２０１号 ○ 10 0 ○ 10 0

【6】 スマイルブーケ放課後等デイサービス　たんぽぽハウス 箕面市西宿三丁目１７番３１号 0 0 0 ○ 10 0

【7】 放課後等デイサービス麦の子 箕面市萱野一丁目19番４号箕面市立萱野中央人権文化センター内 0 0 0 ○ 10 0

【8】 ドリームケアデイサービス如意谷 箕面市如意谷三丁目１番12号 ○ 10 0 ○ 10 0

【9】 はつかぜ 箕面市小野原東三丁目５番38号協栄箕面第２ハイツ105・106号室 ☆ 5 ○ ☆ 5 ○

【10】 スマイルブーケ放課後等デイサービス　たんぽぽクラブ 箕面市今宮四丁目20番２号 ○ 10 0 ○ 10 0

【11】 リアン・プラス第２教室 箕面市粟生外院一丁目21番52号 ○ 10 0 ○ 10 0

【12】 放課後等デイサービスメイプル 箕面市今宮三丁目８番１号 0 0 0 ○ 10 0

【13】 welfare箕面 箕面市稲五丁目13番６号コーポいな１階 ○ 10 0 ○ 10 0

【14】 運動クラブりずむ 箕面市牧落三丁目14番32号クオリティⅠ２階202号室 ○ 10 0 ○ 10 0

【15】 放課後等デイサービスＨＡＲＵ箕面 箕面市桜ケ丘四丁目11番15号桜ヶ丘ビル102 0 0 0 ○ 10 0

【16】 個別療育センターココスマイル 箕面市牧落四丁目６番12号 ○ 10 0 ○ 10 0

【17】 めばえ２１ 箕面市箕面六丁目１番15号第六吉光ビル101号 ○ 10 0 ○ 10 0

【18】 ミリミリ 箕面市粟生新家三丁目５番16号豊川マンション１階 ○ 10 0 ○ 10 0

【19】 放課後等デイサービス　ＨＡＲＵ箕面東 箕面市粟生外院一丁目20番７号小路貸店舗１階 0 0 0 ○ 10 0

【20】 Sｕｎはーと箕面 箕面市箕面七丁目１番14号リッツ箕面１Ｆ ○ 10 0 ○ 10 0

【21】 エコルド箕面西小路教室 箕面市西小路二丁目７番22号ＭＫＭ友ビル２階202号 ○ 20 0 ○ 20 ○

【22】 アートチャイルドケアＳＥＤスクール箕面 箕面市桜井一丁目13番２号ハレリア桜井２Ｆ ○ 10 0 0 0

【23】 アフタースクール　ぴあにしも 箕面市桜四丁目18番１号　ＣＡＳＡ　ＣＯＭＯＤＡ　箕面　２Ｆ　２－Ｂ ○ 10 0 ○ 10 0

【24】 個別療育センターココスマイル本部 箕面市萱野五丁目12番１号　２階 ○ 10 0 ○ 10 0

【25】 運動クラブあどばんす 箕面市西小路五丁目４番27号 0 0 0 ○ 10 0

【26】 運動療育スタジオspark箕面 箕面市船場東一丁目15番８号新船場ビル第５千里ハイツ102号 ○ 10 0 ○ 10 0

【27】 リアン・プラス第１教室 箕面市粟生新家一丁目３番９号 ○ 10 0 ○ 10 ○

【28】 Sｕｎはーとキッズ 箕面市瀬川五丁目３番21号　箕面喜晃ビル102号室 ○ 10 0 ○ 10 0

【29】 アフタースクールぴあにしも　桜中央教室 箕面市桜四丁目９番１号 〇 10 0 〇 10 0

【30】 SUN　LIFE　FAMILY　MINOH 箕面市箕面五丁目12番71号　パークプラザビル箕面　４階401号室 〇 10 0 〇 10 0

【31】 ①スタサポ箕面校　②SMASPO箕面校 箕面市桜一丁目１番１号ジョイタウン佐久良２階Ｃ号室 〇 10 0 〇 10 0

【32】 ＫＩＤ　ＡＣＡＤＥＭＹ　箕面校 箕面市西小路二丁目７番16号　箕面朝日ビル203 〇 10 0 0 0 0

【33】 こみにか 箕面市牧落三丁目13番33号　アクティブ箕面102号 〇 10 0 〇 10 0

【34】 ①集団療育センターＬＩＢ　②集団療育センターＬＩＢ（重心） 箕面市萱野五丁目12番１号　１階 〇・☆ 10・５ 0 〇 10 0

【35】 キッズテラス　わくわく 箕面市白島二丁目20番17号　戎ビル１階 ○ 10 ○ 10

【36】 コペルプラスここいろ箕面教室 箕面市箕面五丁目11番4号　プラティアビル　5階 ○ 10

【37】 放課後等デイサービス　ウィズ･ユー箕面 箕面市如意谷四丁目1番15号サニーヒル箕面201号 ○ 10 ○ 10

【38】 Lien 箕面 箕面市瀬川二丁目12番7号リバーサイド箕面1階、202号 ☆ 5 0 ☆ 5 0

【39】 Ｖｉｅｌ　Ｋｉｎｄｅｒ 箕面市牧落三丁目２番15号ポプラハウス101号 ☆ 5 0 ☆ 5 0

【40】 ＬＩＢＯらぼ　みのお園 箕面市粟生新家三丁目23番13号 ○ 10 0

【41】 デイジーMinoh 箕面市白島三丁目13番１号 ○ 10 ○ 10

【42】 コペルプラス箕面粟生外院教室 箕面市粟生外院六丁目1番22号101ビルディング西側店舗 ○ 10

【43】 コペルプラス箕面小野原教室 箕面市小野原五丁目８番６号パーキーK　１階 ○ 10

【44】 めばえ２１　桜井店 箕面市桜井三丁目１番１号 ○ 10 0 ○ 10 0

☆　主として重症心身障がい児を通わせる事業所



【1】

事業所名

事業内容

住所

Tel ０７２－７２７－９５２０ Fax ０７２－７２７－９５２２

HP なし 対象年齢 1歳～就学前

送迎
有(基本は自力通園です。希望のかたは要相
談)

メールアドレス ryouiku@maple.city.minoh.lg.jp

開所日・休所日

営業時間

箕面市児童発達支援事業所 あいあい園

☑児童発達支援 □放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

箕面市萱野５－７－１（箕面市立病院リハビリテーションセンター１F)

開所日：月～金   休所日：土日、祝日、年末年始（12/29～１/3）

PR特色、活動内容 地図

【保育時間・通園形態】
午前グループ   9：30～13：20
午後グループ 13：40～16：00
 いずれも保護者同伴通園です。
【療育で大切にしていること】
生活や遊びを大切に、一人ひとりの持つ力を伸ばし、安心して社会生活を送
ることができる支援を保護者のかたとともに行っています。



【2】

事業所名

事業内容

住所

Tel ０７２－７２９－０１２５ Fax ０７２－７２９－０１２５

HP http://sfj-osaka.net/10sora/ 対象年齢 未就学児

送迎 なし メールアドレス

開所日・休所日

営業時間

社会福祉法人 大阪府障害者福祉事業団
     こども発達支援センター青空（そら）

☑ ☑ ☑児童発達支援  放課後等デイサービス  保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

大阪府箕面市稲6丁目15番26号 あいあいプラザ内

開所日：月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日、12/29～翌年１/3及び8/13～8/15を除く

PR特色、活動内容 地図

こども発達支援センター青空（そら）は、発達障がい等の特性や発達の段階
などを丁寧に評価します。それらを基に、ご家族と面談を行って、個別の発
達支援プログラムを立案し、支援を行っていきます。
また、ご家族の方が障がい特性を正しく理解し、療育での取り組みがご家庭
や地域のなかで活かせるよう療育中の相談支援や年間１０回の研修を開催し
ます。



【3】

事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７３４－６９５５

FAX番号 ０７２－７３４－６８８７

HP https://tomogaki.net/

対象年齢 6歳～１８歳（小学１年～高校3年生）

送迎 有（箕面・豊中、吹田・豊能町送迎可能エリア）

メールアドレス watoto@vesta.ocn.ne.jp

開所日・休所日

営業時間

社会福祉法人 北摂福祉会 地域支援センターわとと

☑□児童発達支援  放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

〒５６２－００３５
箕面市船場東２丁目６－４６チャレンジＭＭＧビル２階

開所日…月～土 休所日…日・ＧＷ（3日）・お盆期間(3日）・年末年始（12/29～1/3）

平日…10:30～18:30  土・祝…9:00～17:00  学校休暇期間…9:00～17:00

PR特色、活動内容

地図

特色
身体障害者支援施設が母体の為、その知識や経験を活かし、集団の療育を中心に、個別
の療育にも力を入れ取り組んでいます。
1人1人に合わせた目標を設定し、各児のペースを大切にしながら、スモールステップで
成長していけるよう支援しています。
身体介護、食事介助が必要な方、車いすを使用されている方も多く御利用されていま
す。

活動内容
集団療育…集団生活、社会性を育むためのスキルを遊びやゲームなどを通して楽しみな
     がら習得することを目指します。
個別療育…感覚統合運動、手先を使う作業、コミュニケーションの方法やトイレ・食事
     などの生活訓練を行っています。「今」だけでなく「将来」の事も見据え、
     成長していけるよう支援しています。
イベント…季節に合わせた様々なイベントを実施しています。
     外出支援、遠足や農業体験、買い物体験などのほか、誕生日会やクッキング
     での調理体験を行なっています。地域でのイベントにも積極的に参加してい
     ます。



【4】

事業所名

事業内容

住所

Tel ０７２－７４７－６０２４ Fax ０７２－７４７－６０２４

HP なし 対象年齢 3歳から15歳（中学卒業まで）

送迎 あり（箕面市、豊中市で応相談） メールアドレス なし

開所日・休所日

営業時間

どれみ

☑ ☑児童発達支援  放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

〒562－0036 箕面市 船場西 2－19－9

開所日：月曜日から土曜日 休所日：日曜日、祝日、年末年始、お盆の一定期間

PR特色、活動内容 地図

日々10名ぐらいのスタッフがひとりひとりに合わせた療育に取り
組んでいます。
毎日4時はお外遊びの時間、みんなで公園やお散歩に行ったり、お
庭遊びで楽しく過ごしています。
集団の中で自主性を育てながら、様々な経験を得る場を提供して
います。見学ご希望の方、お電話お待ちしています。



【5】

事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７３０－２５２１

FAX番号 ０７２－７３０－２５２０

HP http://www.mamebeya.com/

対象年齢 2歳児～高校3年生まで

送迎 有り（箕面市・豊中市・吹田市・池田市）

メールアドレス mamebeya@mametto.jp

開所日・休所日

営業時間

まめべや

☑ ☑児童発達支援  放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

〒562－0036
箕面市船場西3－8－6 パークヒル箕面201号

月曜日～金曜日、第２・４土曜日  ／  日・祝休み

10時～17時

PR特色、活動内容

地図

 2012年開所以来、「子どもたちを敬い愛情をもって、誠心誠意お
世話いたします」をモットーに、お子様方がまめべやで過ごされる
時間を大事にしてきました。障がいといっても一人ひとり異なりま
す。「この支援だけ」でなく、一人ひとりに合った療育に取り組む
べく、ご家庭とお子様と私たちの3つの柱で少しずつ努力していま
す。

 お子様の個性を考え、季節の制作活動や個人課題に取り組むとと
もに、未就学のお子様から高校生まで年齢を越えた出会いも大切に
しています。長期休暇や学校のお休みの日には、車で遠足にも出か
けます。水族館や動物園をはじめ、工場見学・体験型施設の訪問な
ど、『まめべや』に通うこどもたちが楽しんでもらえる企画を用意
しています。多くの体験やお友だちの出会いを通じて、お子様の成
長を見守っていきます。



【6】

事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７２６ー８００８

FAX番号 ０７２－７２６－９００９

HP https://smile-bouquet.com/

対象年齢 小1～高3

送迎 あり

メールアドレス tanpopo@smile-bouquet.com

開所日・休所日

営業時間

スマイルブーケ放課後等デイサービス たんぽぽハウス

☑□児童発達支援  放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

箕面市西宿３丁目１７－３１

休所日：日曜日・祝日、（8/13～15、12/29～1/4）

営業時間：10時～18時半

PR特色、活動内容

地図

まるで家にいるような穏やかでゆっくり、ほっとした気持ちになれるような
雰囲気作りを心がけています。
これは「たんぽぽハウス」という名前に込められた想いです。
たんぽぽハウスでは、運動や遊び、モノをつくる「取り組み」の時間を設け
ています。
色々なことを、幅広く体験していくことで、自分でできた！を増やしていく
のが目的です。
月替わりのテーマで季節を感じ、また新しいことを知りたいという欲求も生
まれてきます。
得意な取り組みもあれば、不得意な取り組みもあるでしょう。
このことがお子様の良い経験・知識の積み重ねになれば・・・と思っていま
す。
制作課題やクッキング、運動や遊びに集中しているお子さまの真剣な眼差
し、いきいきとした笑顔があふれています。



【7】

事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７２２－７４００

FAX番号 ０７２－７２４－９６９８

HP  http://www.kitashiba.org/

対象年齢 6～18歳

送迎 あり

メールアドレス mugi@raipi.org

開所日・休所日

営業時間

放課後等デイサービス 麦の子

☑□児童発達支援  放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

箕面市萱野1-19-4

開所日：火曜日～土曜日 休所日：日曜日、月曜日、祝日、年末年始（12/29-1/3）

学校営業日/10：30～17：30、学校非営業日/10：00～17：00

PR特色、活動内容

地図

“こどもたちがより自分らしくすごせる”をコンセプトとしていま
す。そのために、家や学校以外の人とつながることや様々な体験活
動に出会うことを大切にしています。
利用者の年齢に応じた取組みを展開しており、小学生は地域のこど
もたちとの交流活動や集団遊びを実施しています。中高生は1人1人
の「やりたい」ことに寄り添い・挑戦できる機会を提供し、萱野地
域の資源を活用したお仕事体験などに取り組んでいます。
らいとぴあ21が培ってきた萱野地域の多様な資源を活用して、こど
もたちの豊かな未来につながるサポートをしています。



【8】

事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７００－７７６１

FAX番号 ０７２－７００－７７６２

HP
https://dreamcare1997.com/nyoidani_dayserv
ice/

対象年齢 ２歳～１８歳（高校卒業まで）

送迎 箕面市全域・他市の場合、片道３０分までの範囲

メールアドレス dc.nyoidani@gmail.com

開所日・休所日

営業時間

ドリームケアデイサービス如意谷

☑ ☑児童発達支援  放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

箕面市如意谷３丁目１番１２号

開所日：月～土、祝日 休所日：日曜日、年末年始、お盆は休業

（平）10:30～17:30・（土・祝・長期休み）10:00～16:00

PR特色、活動内容

地図

・療育内容
ＡＢＡ（応用行動分析）を基本とし、お子さまの好きな物（強化子）を中心とした療育
プログラムを無理のない範囲で実施する事により、問題行動を少なくしていきます。
苦手な事、嫌な事を無理強いせず、得意なところを伸ばすことにより、自己肯定感を養
い、新しいこと挑戦する意欲を高めます。

・イベント
公園散歩、遠方の施設へのお出かけ、季節に合わせた工作・お菓子作りなど。

・職員紹介 など
20代のスタッフが多く在籍し、明るい雰囲気で活動して頂いています。
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７３４－７９２２

FAX番号 ０７２－７３４－７９２３

HP http://mino-hatsukaze.com

対象年齢 0歳～18歳（就学児童）

送迎 あり（箕面市、吹田市以外の地域は要相談）

メールアドレス hatsukaze@pony.ocn.ne.jp

開所日・休所日

営業時間

はつかぜ

☑ ☑ ☑ ☑児童発達支援  放課後等デイサービス  保育所等訪問支援  居宅訪問型児童発達支援

〒562―0031
箕面市小野原東3丁目5-38-106

開所日：月曜～土曜 休所日：日祝、お盆休み(8/12～8/16）、年末年始(12/29～1/3)

平日13:00～19:00  休日10:00～18:00

PR特色、活動内容

地図

はつかぜは主に重症心身障がい児を対象にした、児童発達支援・放課後等デイサービス
施設です。専門知識を持った資格のあるスタッフが体調管理、ポジショニングをしなが
ら、豊富なプログラムを通して様々な体験をしてもらい、子ども達の発達支援を行って
います。
 プログラムは月替わりの幼児導入プログラム（手遊びやペープサートなど）、週替わ
りの週間プログラム（制作活動、ハンモック、ボールスライダーなど動きのある遊び、
リトミックや音楽遊び、足湯＆アロママッサージなど）月1回のイベントプログラム（コ
ンサートや遠足など）、ヘアカットプログラム、月2回のPTプログラムなどを提供して
います。
 また保護者支援として、保護者会を年2回開催しています。半年に1回のモニタリング
では保護者と懇談し、様々な相談を受け、共により良い生活や支援を考えています。
 はつかぜ利用児童で一般校や幼稚園に通っている場合、希望があれば保育所等訪問支
援で一般校や幼稚園との連携を図り、集団生活への適応を支援しています。
 デイサービスに通えないような、外出が著しく困難な重度の障がい児の居宅に訪問
し、はつかぜのプログラムを提供し発達支援する居宅型児童発達支援も行っています。
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７３７－５４５４

FAX番号 ０７２－７３７－５８５４

HP http://smile-bouquet.com/club

対象年齢 小学生～高校生まで

送迎 有り

メールアドレス tanpopo-club@smile-bouquet.com

開所日・休所日

営業時間

（株）スマイルブーケ たんぽぽクラブ

☑ ☑児童発達支援  放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

箕面市今宮4丁目20番2号

 営業日：月～土，  休日：日祝、8/13～8/15、12/29～1/4

平日、下校時間～17：15 土、13：00～17：15 長期休暇10：00～16：30

PR特色、活動内容

地図

たんぽぽクラブは就労に重きを置き、就業支援を行っています。

PC活用 ・天神学習プログラムを導入によりこどもの成長プロセスを養っています。

運動支援 ・体幹トレーニングや様々なスポーツを行っています。

体験訓練型支援 ・就労に向けて手先を使った様々な取り組みを行っています。

臨床美術・陶芸  ・感性の目覚め・心の開放を目的に作品を作ります。(火曜日のみ)

★専門知識
           ・豊富な経験を持つ明るいスタッフが寄り添いながらサポートさせて頂きます。

※ 現在児童発達支援は休止中です。
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７２６－７９６０

FAX番号 ０７２－７２６－７９７０

HP https://www.plus-one101.com/

対象年齢 2歳～18歳

送迎
放課後等デイサービス→有
児童発達支援（すくすくお迎えのみ）→有

メールアドレス plusone0702@poppy.ocn.ne.jp

開所日・休所日

営業時間

リアン・プラス 第2教室

☑ ☑児童発達支援  放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

大阪府粟生外院1-21-52

開所日：月～金 休所日：土・日・祝・5/3～5/5・8/13～8/15・12/29～1/4

9：00～18：00

PR特色、活動内容

地図

・少人数制の療育で、無理なく一人ひとりのペースに合わせて進めていきます。

【放課後等デイサービス】

【その他事業】
 ママカフェ（毎月）・ラーニングカフェ（年２回）・親子ひろば（週2回・第1教室）
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７０２－００００

FAX番号 ０７２－７０２－００００

HP http://maple2016.jugem.jp/

対象年齢 小学生・中学生・高校生の児童生徒

送迎
有（送迎時間については相談）
お迎えは8時～・お送りは19時可

メールアドレス 4783rrrx@jcom.zaq.ne.jp

開所日・休所日

営業時間

放課後等デイサービス メイプル

☑□児童発達支援  放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

箕面市今宮3丁目8番1号

開所日：月曜日～土曜日 休所日：日曜日・祝日

月～金：12時～18時 土10時～16時・長期休暇10時～16時（場合によっては19時まで）

PR特色、活動内容

地図

学習能力・プログラム（個別対応）ソーシャルスキル・プログラム

宿題サポート　ひらがな　カタカナ　アルファベット　国語　算数・中学生可

場面設定カード　コミュニケーション　買い物支援

運動療育プログラム

バランス力アップ

トランポリン・跳び箱運動・なわとび

就労支援・プログラム

支援学校等と連携を取って、継続支援

レクリエーション（土曜日・長期休暇）

食育（クッキング）　社会見学

体育館・公園・アミューズメント（映画等）

メイプルでは、療育の必要な子どもたちが、毎日

のびのびと楽しく笑顔で過ごせる様な場所を提供

しています。子どもたちひとりひとりの性格・個

性を大切にして、適性に合わせた療育指導を行い、

自主性と本人の長所を伸ばしていく支援を行って

います。

メンタル・ビジョントレーニング

目とメンタルを同時に鍛えるアイパフォーマ

ンスメソッド

困っている子供たちに「わかる」楽しみを

運動能力・学習能力アップ

感情のコントロール力向上

＜プロフィール＞

山本　卓矢先生

・大阪府立春日丘

高校硬式野球部

・関西学院大学

人間福祉学部

人間科学科卒業
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２-７３７－４３２８

FAX番号 ０７２-７３７－４３３８

HP https://welfare-azars.com/

対象年齢 3歳～18歳

送迎 有り

メールアドレス welfare.mno@gmail.com

開所日・休所日

営業時間

Welfare(ウェルフェア) 箕面

☑ ☑児童発達支援  放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

〒562-0015  箕面市稲5-13-6 コーポいな1F

開所日：月～土  休所日：日曜日、祝日、お盆休み、年末年始

平日：11:30～17:30、土、長期休暇：10:30～17:30

PR特色、活動内容

地図

☆ウェルフェア箕面では、身体とこころのバランスを取ることでやる気ス
イッチを入れ、出来た！楽しい！嬉しい！と笑顔になるような支援をモッ
トーにしています！
・音楽の働きかけから子供の五感を刺激したり、遊びの要素を取り入れなが
ら他者と関わる楽しさや自らコミュニケーションをとる積極的な姿勢を育て
ます。
・ 手先の操作や視覚運動、社会生活に必要なルールや、宿題支援など、お子
様に合わせた細やかで、丁寧な支援を心がけています。
・ 土曜日や長期休暇には動物園やプールなどへの遠足のほか、地域交流など
各種イベントにも参加し、季節ごとの行事やお誕生日会も行っております。
 ご家族さまやお子さまの気持ちに寄り添い、ご相談しながら、お子さま一
人ひとりの個性を大切に見守り、沢山の仲間やスタッフと共に成長し、笑顔
あふれるように支援いたします。

箕面市立病院前交差点

Welfare箕面
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２-７３４－７５１５

FAX番号 ０７２-７３４－７５１４

HP http://undo-club-rizumu.com

対象年齢 未就園児から小学2年生

送迎 有り（箕面市）

メールアドレス info@undo-club-rizumu.com

開所日・休所日

営業時間

運動クラブりずむ

☑ ☑児童発達支援  放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

箕面市牧落3丁目14-32 クオリティ202号

開所日：月～土 休所日：日祝休み

１０時から１７時（水曜日のみ１７時半）

PR特色、活動内容

地図

≪今、創り出す未来≫
運動クラブりずむでは、未就園児から小学2年生の受給者証をお持ちのお子様に、
集団運動療育を行う施設です。

・ビジョントレーニング（ビジョントレーナ在籍）
・リズムトレーニング（スポーツリズムトレーニング協会インストラクター在籍）

ビジョントレーニング、リトミック、リズムトレーニング、粗大運動、協応動作、微細
運動など、全ての基礎となる、身体、感覚、視覚をバランスよく整えていきます。
たくさんの経験を積み重ね、初めての事や苦手な事にも「やってみよう！」という気持
ちを育て、自信に繋がるサポートを行います。

主に小学校3年生からは【運動クラブあどばんす】において、運動能力・コミュニケー
ション能力の向上を行っていきます。
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２-７３７－７４１３

FAX番号 ０７２-７３７－７４３４

HP http://haru-day.com/

対象年齢 小学１年生～高校３年生

送迎 ご対応しております

メールアドレス info@haru-day.net

開所日・休所日

営業時間

放課後等デイサービスHARU箕面

☑□児童発達支援  放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

箕面市桜ケ丘4-11-15 102号

日、祝以外を除く平日、土曜日営業

10：00～18：00

PR特色、活動内容

地図

 HARUでは、楽しい時間を過ごしながらコミュニケーション力を
着実に身につけ伸ばすことを第一の目的としております。お子様の
成長テーマとスケジュールを確認した上で個別支援計画としてご提
案し、保護者の方のご理解に基づき、お子様一人ひとりの発達課題
に合わせ継続的に発達を促すことができるよう大きく運動、SST、
学習に分けてプログラムをご提供いたしております。
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事業所名

事業内容

住所

Tel ０７２ー７２３ー７１１０ Fax ０７２ー７２３ー７１１７

HP
https://takenoko.group/incorporated_as
sociation

対象年齢 ３歳前後から18歳まで

送迎 なし メールアドレス cocosmile.minoo@gmail.com

開所日・休所日

営業時間

個別療育センターココスマイル

☑ ☑ 児童発達支援  放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

箕面市牧落４丁目6－12

休所日：年末年始（12月30日から１月３日まで）休所

PR特色、活動内容 地図

公益社団法人子どもの発達科学研究所と連携し、科学的根拠のある質の高い
療育を広く提供することを目指しています。機能的コミュニケーション、自
立機能、認知機能、日常生活スキル、学習スキル、社会性スキル等の各領域
から、一人ひとりのお子様に応じたプログラムを立て、個別に療育を行いま
す。個別療育をモニターでご家族に見ていただき、毎回フィードバックを
し、ご家族の相談にも応じます。また所属機関との連携も密に図ります。

ココスマイル

←石橋   171号線  茨木→

MEGA
ドンキ

牧落交差点
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７３７－８７３５

FAX番号 ０７２－７３７－８７６６

HP https://mebae21npo.wixsite.com/family

対象年齢 0歳～18歳

送迎 申し訳ありません。送迎はありません

メールアドレス mebae21day@eagle.ocn.ne.jp

開所日・休所日

営業時間

めばえ２１

☐ ☐☑ ☑児童発達支援  放課後等デイサービス   保育所等訪問支援   居宅訪問型児童発達支援

箕面市箕面6丁目１－１５－第六吉光ビル101号

開所日 : 月～日曜日      休所日：年末年始（12/28～1/4）

10:00～17:15

PR特色、活動内容

地図

ダウン症児の親によりNPO法人を設立し、その活動の一環としてダウン症専門の児童発
達支援・放課後等デイサービス、「めばえ２１」を運営しています。めばえ21ではダウ
ン症に特化した保育や訓練・趣味等14の教室があり、お子様のレベルに合わせた個別教
室を主に運営しています。
スタッフは看護師・保育士等の資格を持ったダウン症の親です。親御さんの悩みに寄り
添えるように日々努力をしています。各教室の先生は、ダウン症専門または障がい児専
門の先生に来て頂いています。
14の教室→｛保育（赤ちゃん保育、子育て広場）・理学療法相談・作業療法相談・ピア
ノ教室・書道教室・リズムダンス教室（未就学児、小学生以上）・クッキング教室・
アート教室・からだ遊育・個別療育（未就学児、小学生以上）・音楽療法（赤ちゃん、
未就学児、小学生以上）・発達検査・アート教室・スイミング教室} 現在、ご利用者さ
まは箕面市だけでなく、東京・名古屋・滋賀・西宮・京都など14の市からご利用頂いて
います。
母体であるNPO法人めばえ21では、当事者支援だけでなくきょうだい支援にも力を入れ
ています。告知を受けて不安を抱えておられる0歳児のダウン症のご両親には、受給者証
が無くても気軽に相談に来て頂ける赤ちゃんサロンを開催しています。その他には啓発
イベントや勉強会・研修会も開催しています。
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事業所名

事業内容

住所

Tel ０７２－７３６－８８０３ Fax ０７２－７３６－８８０４

HP https://mirimiri.iinaa.net 対象年齢 3歳児～高校3年生

送迎 有り(箕面市） メールアドレス mirimiri@wing.ocn.ne.jp

開所日・休所日

営業時間

ミリミリ

☑ ☑児童発達支援  放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

箕面市粟生新家3丁目5番16号

月～水、金、土 (木曜日と日曜日は休業です)

PR特色、活動内容 地図

 ミリミリでは、利用者さんの性格や障がいの特性、興味関心、得意なこと
や苦手なことを踏まえ、それぞれに適した療育課題や集団活動を行っていま
す。また月に3～4回程度、調理活動や工作活動、外出支援等のイベントを実
施しております。いろいろな活動を通して、生活経験の幅を広げたり、「で
きた！」という経験を積んだりしながら、充実した時間を過ごしていただく
ことができます！
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７３６－９８８２

FAX番号 ０７２－７３６－９８８３

HP http://haru-day.com/

対象年齢 小学１年生～高校３年生

送迎 ご対応しております

メールアドレス info@haru-day.net

開所日・休所日

営業時間

放課後等デイサービスHARU箕面東

☑□児童発達支援  放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

箕面市粟生外院1-20-7

日、祝以外を除く平日、土曜日営業

10：00～18：00

PR特色、活動内容

地図

HARUでは、楽しい時間を過ごしながらコミュニケーション力を着
実に身につけ伸ばすことを第一の目的としております。お子様の成
長テーマとスケジュールを確認した上で個別支援計画としてご提案
し、保護者の方のご理解に基づき、お子様一人ひとりの発達課題に
合わせ継続的に発達を促すことができるよう大きく運動、SST、学
習に分けてプログラムをご提供いたしております。
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７２１－８５０１

FAX番号 ０７２－７２１－８５０２

HP http://sun-heart.net/

対象年齢 0才～18才

送迎 有（北摂地域、川西、宝塚、茨木、豊中）

メールアドレス sunheart2015@yahoo.co.jp

開所日・休所日

営業時間

Sunはーと箕面

☑ ☑児童発達支援  放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

〒562－0001 箕面市箕面7丁目1－14 リッツ箕面１F

月～日（盆休み、正月休みのみ休所）

平日11：00～19：00 土日祝 10：00～18：00

PR特色、活動内容

地図

・日課などは特にもたず、利用者様ご本人に合わせた支援を行っています。

・食事（昼・夜）の提供、入浴も可能です。

・買い物支援も行います。

・長期休暇期間はおでかけもします。バーベキュー、海水浴、キッズプラ
ザ、チキンラーメン記念館などに昨年は行きました。普段は天気がよければ
近くの公園に行ったり、箕面の滝まで散歩に行ったりしています。

・簡単な料理作りやおやつ作りもしています。
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７２２－０８１０

FAX番号 ０７２－７２２－０８１１

HP www.d-forum.org

対象年齢 未就学児から小学２年生

送迎 要相談

メールアドレス info@ecold.jp

開所日・休所日

営業時間

エコルド箕面西小路教室

☑ ☑児童発達支援  放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

箕面市西小路2－7－22 MKM 友ビル２F 202

月～金・祝日 閉所日：土曜・日曜（土曜は今後開所予定あり）

平日 11：30～17：30／土・祝 10：30～16：00 
土曜・祝日・長期休暇は2020年春以降11：00～17：30

PR特色、活動内容

地図

とても大切な乳幼児期の早期療育。
言語や身体の動きの気になる発達の遅れを専門職員がしっかりアセスメントを取り個別
療育は専門職員が、集団療育は保育スタッフが療育を行います。

また、ICT療育プログラム・Pepperのアプリケーションのプログラムで想像力・他者と
協力するコミュニケーション能力・ICTの使い方を、楽しみながら身に着けることによ
り、これから大人になる将来に必要な21世紀型スキルの土台作りをしていきます。
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７６８－８４８１

FAX番号 ０７２－７６８－８４８２

HP https://www.the0123child.com/sedschool/

対象年齢 1歳半～就学前まで

送迎 なし

メールアドレス なし

開所日・休所日

営業時間

アートチャイルドケアSED(セッド)スクール箕面

☑児童発達支援 □放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

〒562-0043 
箕面市桜井1-13-2 ハレリア桜井2F

開所日：火～土曜日   休所日：日・月曜日（GW5/3～5/5、年末年始12/29～1/3）

午前9時～午後5時

PR特色、活動内容

地図

ＳＥＤスクールでは、Ｄevelopment（そだち）

を「土台作り」に、Ｅducation （まなび）を「

応用力づくり」にそれぞれ位置づけ、お子さまの

成長と発達、保護者、関係者をＳupport

する（支える）療育を展開します。

Development ＝土台作り

★睡眠と生活リズムの調整★

専門医（三池　輝久先生）のアドバイスにより、

発達の基礎となる脳の成長を促します。

★感覚・運動リズムの調整★

感覚調整遊具を用いて、身体の使い方やバランス

感覚の獲得を促します。

Education ＝応用力作り

★個別のかかわり★

お子さまの様子を把握し、お子さまにとって

最適なやる気と自信を育てるプログラムを提

供します。おもちゃや遊具を使ったあそびや

学習のなかで、ことば・認知・コミュニケー

ションの力を高めていきます。お子さま自身

が「楽しんで課題に挑戦する」ことを前提に、

指導員と1対1で行います。

「生きる力」を育む療育に力を入れています

★グループのかかわり★

年齢や発達の特徴を考慮し、最大6人のグル

ープを作ります。小さな集団に溶け込めるよ

うな遊びを通じて子ども同士の関わり合いを

促し、状況に応じた他者との接し方を学びま

す。時間をかけて友達との付き合い方や集団

の中でのルールを学ぶことで、保育園や幼稚

園など集団の中で自分らしく生きる力を育て

ます。

療育後は保護者と「

振り返り」の時間（

15分）を取り、保護

者支援にも力を入れ

ています。



【23】

事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７８６－５３６０

FAX番号 ０７２－７８６－７１６０

HP https://www.nakaso.org

対象年齢 2才～18才(高校３年生まで)

送迎 あり（送迎可能な地域）

メールアドレス pianissimo2@nakaso.org

開所日・休所日

営業時間

アフタースクールぴあにしも

☑ ☑児童発達支援  放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

〒562-0041 箕面市桜4-18-1 CASA COMODA箕面2F 2-B

開所日:月～土  休所日:日、祝、年末年始

平日 10：30～17：30土曜、長期休み中  9：30～16：30

PR特色、活動内容

地図

幼・小・中教員免許・保育士資格を持つ
スタッフで音楽遊びや楽器演奏、ダンスなど
音楽療育を主に行っております。
他にも学習支援、お買い物支援やクッキング、
土曜日や長期休みの間は工場見学や
地域との交流、イベントなどにも参加しています。
音楽遊び・音楽療育・情操教育を通して
心身の発達を支援します。
自尊心・社会的自立心を育てます。
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事業所名

事業内容

住所

Tel ０７２ー７３６ー８７２０ Fax ０７２ー７３６ー８７２１

HP
https://takenoko.group/incorporated_as
sociation

対象年齢 ３歳前後から18歳まで

送迎 なし メールアドレス headquarters@cocosmile.info

開所日・休所日

営業時間

個別療育センターココスマイル本部

☑ ☑児童発達支援  放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

箕面市萱野5丁目12－1

年末年始（12月30日から１月３日まで）休所

PR特色、活動内容 地図

公益社団法人子どもの発達科学研究所と連携し、科学的根拠のある質の高い
療育を広く提供することを目指しています。機能的コミュニケーション、自
立機能、認知機能、日常生活スキル、学習スキル、社会性スキル等の各領域
から、一人ひとりのお子様に応じたプログラムを立て、個別に療育を行いま
す。個別療育をモニターでご家族に見ていただき、毎回フィードバックを
し、ご家族の相談にも応じます。また所属機関との連携も密に図ります。 ライフプラザ ココスマイル本部

箕面市立病院
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７３６－９８１２

FAX番号 ０７２－７３６－９８１３

HP

対象年齢 小学３年生から１８歳

送迎 有り（箕面市）

メールアドレス info@undo-club-advance.com

開所日・休所日

営業時間

運動クラブあどばんす

☑□児童発達支援  放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

大阪府箕面市西小路5-4-27

 開所日：月～土 休所日：日祝休み

１２時から１８時

PR特色、活動内容

地図

《今、創り出す未来》
運動クラブあどばんすでは、主に小学3年生以上の受給者証をお持ちのお子様に、集団運
動療育を行う施設です。

① ビジョントレーニング（ビジョントレーナー在籍）
② リズムトレーニング（スポーツリズムトレーニング協会インストラクター在籍）
③ 体育の授業サポート
④ 楽しく身体を動かす運動遊び

どの曜日に利用されても①～④までの療育内容を毎回サービス提供しています。
また、集団だからこそ生まれる、子どもたちの様々な感情に向き合い、譲り合いや助け
合い、思いやり、あこがれや尊敬、お互いに良い影響を与えながら運動能力だけでなく
コミュニケーション能力の向上も目指します。

※児童発達支援や、小学１、2年生は【運動クラブりずむ】において、年齢や発達段階に
応じた運動療育、早期療育を行っています。
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７２６－３８０９

FAX番号 ０７２－７２６－３８１０

HP http://japan-spark.jp/

対象年齢 0～18歳

送迎 無し

メールアドレス spark-minoo@quval.com

開所日・休所日

営業時間

運動療育スタジオspark箕面

☑ ☑児童発達支援  放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

箕面市船場東1丁目15番8号新船場ビル第5千里ハイツ102号

火～日曜日

平日10：30～18：30、土日10：00～18：00

PR特色、活動内容

地図

スパーク運動療育®の特徴
最新の脳科学（SPARK）と発達心理学（DIR）に基づいて独自に開発した療育メソッド
で、積極的な運動と関わりを通じて子どもの豊かなコミュニケーション力を育みます。

1. 運動療育士®：アクティブで圧倒的に楽しい遊び場づくりのプロによる個別療育
2. 心を育てる療育：心に働きかけるアプローチ®でストレスを緩和し感情の発達を促す
3. 遊びの高度化：注意→興味→行動→意味→複雑化へと進化させ、発達段階をあげる
4. 保護者との連携：親子教室を通じて関わり方を学び子どもの笑顔が増えて育児が充実
5. 早期支援に最適：乳幼児健診などで発達の遅れが指摘された子どもを遊びの力で支援

保護者との連携
スパーク運動療育® をより効果的にするためには保護者との連携が欠かせません。ス
パーク運動療育® では送迎を行っていませんが、これは保護者との連携を深めるため
で、実際に保護者も療育に参加することを奨励しています。
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７３４－７９５０

FAX番号 ０７２－７３４－７９４０

HP https://www.plus-one101.com/

対象年齢 2歳～18歳

送迎
放課後等デイサービス→有
児童発達支援（すくすくお迎えのみ）→有

メールアドレス plusone0702@poppy.ocn.ne.jp

開所日

営業時間

リアン・プラス 第1教室（本社）

☑ ☑児童発達支援  放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

大阪府粟生新家1丁目3－9

 月～土・祝 

９：００～１８：００

PR特色、活動内容

地図

【児童発達支援】 ・少人数制の療育で、無理なく一人ひとりのペースに合わせて進め
                                           ていきます。

【放課後等デイサービス】
集団プログラム  10：00～17：00 月～土・祝（曜日別でプログラムを設定）

【その他事業】余暇支援事業
  ■年１回（６月） 一泊２日 宿泊訓練実施 ※放課後等デイサービス以上対象
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７３７－６４２０

FAX番号 ０７２－７３７－６４２１

HP http://sun-heart.net/

対象年齢 0～18歳

送迎 あり

メールアドレス sunheart2015@yahoo.co.jp

開所日・休所日

営業時間

合同会社Sunはーと Sunはーとキッズ

☑ ☑児童発達支援  放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

箕面市瀬川5丁目3-21喜晃ビル102号室

月～日・祝開所 8/14～16・12/30～1/3閉所

平日11～20時 土日祝10～18時

PR特色、活動内容

地図

     ・学習支援
   ・買い物支援
   ・感覚トレーニング
   ・体幹トレーニング
   ・ソーシャルスキルトレーニング
   ・外出・自然体験活動（バーベキュー・ピクニック・スポーツセン
    ター等）
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７３６－８９４０

FAX番号 ０７２－７３６－８９４１

HP https://www.nakaso.org

対象年齢 2才～18才(高校３年生まで)

送迎 あり（送迎可能な地域）

メールアドレス pianissimo2@nakaso.org

開所日・休所日

営業時間

アフタースクールぴあにしも 桜中央教室

☑ ☑児童発達支援  放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

〒562-0041 大阪府箕面市桜四丁目9-1

月～土 （年末年始を除く）

平日 10：30～17：30 土曜、長期休み中  9：30～16：30

PR特色、活動内容

地図

第二教室
音楽遊びや楽器演奏、ダンスなど
音楽療育を主に行っております。
他にもお買い物支援やクッキング、
土曜日や長期休みの間は工場見学に出かけたり、
地域との交流や、イベントなどにも参加しています。
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７３６－８４１５

FAX番号 ０７２－７３６－８４１６

HP なし

対象年齢 2歳から18歳

送迎 なし

メールアドレス

開所日・休所日

営業時間

SUN LIFE FAMILY MINOH

☑ ☑児童発達支援  放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

箕面市箕面五丁目12番71号 パークプラザビル箕面 ４階401号室

開所日：月水金土日祝 休所日：火木

月水金：11時－19時 土日祝：10時－18時

PR特色、活動内容

地図

 SUN LIFE FAMILY MINOHでは、2歳から18歳までのお子様を対象とし
て1回1時間の運動指導をマンツーマンで行っています。跳び箱、なわとび、
鉄棒など学校体育やトランポリン、卓球などさまざまな運動を子供たち主体
で行います。運動を通じて子ども達の力を最大限に引き出してできないこと
に対して、自ら考え課題に向かい、解決していく力を身に着けてもらいます。
そして、太陽のように輝く人生を歩んでもらいたいと思います。
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２ｰ７３７－５９３４

FAX番号 ０７２－７３７－６０３４

HP https://kosodate-care.com/lp/

対象年齢 ７歳（小学生）～１８歳 定員10名

送迎 無料送迎あり

メールアドレス minoh@sutasapo.net

開所日・休所日

営業時間

スタサポ箕面校

□児童発達支援 ☑放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

大阪府箕面市桜１丁目１－１ジョイタウン佐久良２F

【開所日】月～土曜日 【休所日】日曜、祝日、年末年始

【月～金曜日】１２：００～１８：００ 【土曜日・長期休暇】１１：００～１７：００

PR特色、活動内容

地図

スタサポでは、課題内容やテーマを【ミッショ

ン】と呼び、特に小学生時期に伸ばしたい

「非認知能力」の成長を促していきます。

　グループワークのミッションの一つとして「プロジェク

ト学習」を行い、テーマに沿った問題解決や探索を実

践しています。特に力を入れていることは、結果を共

有する為に行う情報発信する表現力・相互理解する

受信力、協力して遂行する力、完成することでの成功

体験を積み重ねることです。

　また、音楽やボードゲーム等を使い、楽しく体を使

いながら遊ぶ中に、ゲームを有利に進める「考える

力」や「判断して対応する力」、チームワークに必要な

「自己表現力と受信力」、協調運動をこなす為の「ボ

ディイメージ」を育んでいきます。

子たちが、自分自身への気づきを促す体験を通し、感じた

こと、考えたことを、形にしたり、表現することで、得意なこ

とを見つけ自信を持ち、新たなことにも挑戦する力を伸ば

していきます。

【プログラム内容】一例

●ミッション

　プリントやカードゲームなどのオリジナル教材などを用いて「マ

ルチタスク・自己認識力・セルフコントロール・コミュニケーション

力」を育みます。

●プロジェクト学習

グループワークの中でテーマを持ち問題解決や探求、考察を繰

り返す学習方法です。グループごとに結果をプレゼンテーション

を劇など表現力を学びながら成功体験や課題探求力を伸ばしま

す。

●運動基礎能力

ドイツ生まれのボールゲームプログラム「バルシューレ」を中心

に、ボールを投げる、

蹴る、キャッチするといっ

た操作技術はもちろん、味

方と協力する計画性や戦術

的な能力を育みます。

ＨＰは

こちら→

↑学校の宿題など学習スペースもご用意しています。
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７３７-８３９２

FAX番号 ０７２－７３７-８３９９

HP https://kosodate-care.com/lp/smaspo/

対象年齢 1歳～6歳（未就学児）

送迎 無料送迎あり

メールアドレス minho@smaspo.info

開所日・休所日

営業時間

SMASPO箕面校

☑児童発達支援 □放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

大阪府箕面市桜1丁目１－１ジョイタウン佐久良２Ｆ

月・火・水・木・金・土 ※日曜、祝日 運営法人が設定する休業日

月～金 11：00～17：00 土10：00～16：00

PR特色、活動内容

地図

SMASPOでは「Listen・Action・Sports」を軸に子

供たちが考えて行動する経験とスモールステップを増や

し自信につなげる療育を提供します。ドイツ生まれの子ど

も向けボールゲームプログラムの「バルシューレ」を

軸としたボール遊びや音楽、ゲームを使った運動療育で、

子ども達が楽しく体を使いながら遊ぶ中に「考える力」や

「判断して対応する力」「コミュニケーション力」を育み

ます。

　自分からイメージを広げることやお友達の考えを読み取

ることが少し難しいと感じている子供達に対し、年齢や発

達に応じて、ゲーム内容やグループの少人数化などを変

化させながら運動系の基礎スキルを身につけ、遊びの中

で学べる環境を作ります。運動しながらたくさんの遊びを

経験することは、子ども達の可能性を広げ、心と体の成

長につながります。

【プログラム内容】一例

●基礎運動能力

　ドイツ生まれのボールゲームプログラム

「バルシューレ」を中心にボールを投げる、蹴る、

キャッチするといった操作技術はもちろん、味方と協力うする計画

性や戦術的な能力を育みます。

●ボードゲーム

　アナログゲームを通して、周囲の状況や変化に関心を持つこと

で子ども達の認識能力の発達を促します。年齢や発達に応じた

内容で楽しく協力しながら考える力の基礎を育てます。

●リトミック

音楽やリズム遊びを通じて、心身のバランスを整えながら豊かな

感性を育みます。

児童発達支援事業所

として関西初バルシューレ

認定校であるSMASPO。

日本体育大学・北海道大学・

奈良教育大学が研究や論文にてその効果を発表してお

り、日本バルシューレ協会監修のもと、運動化学に基づ

いたカリキュラムを提供しております。

ＨＰは

こちら

→
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７２０－７５２２

FAX番号 ０７２－７２０－７５２３

HP https://kid-academy.jp/school/mino/

対象年齢 0歳～6歳

送迎 無料送迎あり※片道20分以内

メールアドレス minoh@kid-academy.net

開所日・休所日

営業時間

KID ACADEMY 箕面校

☑児童発達支援 □放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

箕面市西小路2-7-16 箕面朝日ビル203号

月・火・水・木・金・土 ※日曜、祝日 運営法人が設定する休業日

月～金 11：00～17：00 土10：00～16：00

PR特色、活動内容

地図

　脳科学に基づくカリキュラムで、発達や年齢等ひとりひ

とりに合わせたオーダーメイドで支援内容を提供しま

す。

　カリキュラムは楽しく学べるものを準備していますの

で、無理なく遊びを通して脳の持っている力を底上げし、社

会性や自信に繋げる経験までサポートします！

　また、保護者様はもちろん通われている園などと連

携し、お子様の成長をさまざまな角度からお手伝いさせて

いただきます。

　脳科学のデータに基づく

カリキュラムでお子様の

社会性や集中力を伸ばし

ます。また、お子様に必要なものを組み合わせてカリキュ

ラムを行います。

【カリキュラム一例】

●ワーキングメモリ

　　　　　　トレーニング

カード等を使用し、お子様と

クイズ形式で記憶力や引き出

す力を育てます。

●自己コントロールトレーニング

場面ごとに必要なルールの認識や、考えて行動する経験を

増やし、コミュニケーションの基礎を育てます。

●空間認知トレーニング

キャッチボールや的当てなど、体を動かしながら距離感や立

体的に捉える力を伸ばします。

●指先強化トレーニング

お箸や積み木などを使用し、指先を

使うことで脳機能を向上させます。

●思考力トレーニング

相手の立場を考える、自分ならどうするか等、想像する力を

実践しながら伸ばします。

●就学前準備（年中〜）

小学校に向け、身の回りの準備やプリントカリキュラム、時間

の計画等を行います。

ＨＰは

こちら

→
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 072-734-7480

FAX番号 072-734-7481

HP 未開設

対象年齢 0歳～高校３年生

送迎
有り（箕面市内全域・新町、止々呂美等も可・他
市も対応可）

メールアドレス kominika13@gmaiｌ.com

開所日・休所日

営業時間

こみにか

☑ ☑児童発達支援  放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

箕面市牧落三丁目１３番３３号アクティブ箕面102号

【休所日】日曜・祝日、年末年始（12/29～1/4）、夏季（8月中に3日間）

平日 学校終了時～17：30 土 11：00～17：00 長期休暇 10：00～16：00

PR特色、活動内容

地図

●こみにか●
放課後等デイサービス→プログラム活動（調理、スポーツ、工作、ドライブ、演劇、音
楽など）をしたり、休憩をしたり、子どもたちの自主性を尊重し、自由な雰囲気を大切
にしています。
駄菓子販売→地域に繋がるツールとして、駄菓子を販売しています。子どもたちは、お
やつの時間に１００円で買いに行きます。
劇団でこじるしー→障害のあるなしに関わらず、ひとつの演劇作品をつくろうというコ
ンセプトで活動しています。メイプルホール小ホールなどで公演しています。
楽団まぜこぜん→障害のある人ない人が共に活動する音楽サークルです。いろいろな個
性、音色をまぜこぜに楽しんでいます。不定期でコンサートを開いています。
●職員紹介●
調理師さん、大工さん、美術・ピアノ・トランポリンの先生、演劇経験者、保育士さん
な～どなど、個性豊かな手に職を持つスタッフが盛りだくさん！
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７３６－８７１８

FAX番号 ０７２－７３６－８７２１

HP

対象年齢 小学校１年生～高校３年生まで

送迎 有り(箕面市、豊中市で応相談)

メールアドレス cocostagehonnbu@gmail.com

開所日・休所日

営業時間

集団療育センターLIB

□児童発達支援 ☑放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

箕面市萱野５－１２－１ １階

開所日：月～金、休所日：土、日、8月10日～20日の内3日間、年末年始(12/30～1/3)

平日 10：30～19：30 祝日、長期休暇等 9：00～18：00

PR特色、活動内容

地図

・2021年に「集団療育センターココステージ本部」は事業所の名称変更により、「集団
療育センターLIB」となりました。
・集団療育センターLIBでは、「元気に！いきいきと！」をテーマに「遊び」を通して、
精神的、身体的機能を最大限に伸ばし、お子様一人ひとりの発達の段階に合った内容を
考え、自立を目指した生活習慣の獲得を目指しています。また、家庭や学校以外で交流
できる機会を増やし、集団生活への適応や、地域の中での生活が継続できるように様々
な体験を通して、基本的な知識や技能を習得し、またその発達や成長を促す為に適切な
支援を行います。
・具体的には、集団での活動に焦点を当てて、学校終了後に近隣の公園での外遊びや施
設内でのレクリエーション、製作活動を行っています。
・利用者様、１人１人の特性を職員が理解を持って支援にあたり、成功体験を積み重ね
ていけるように対応を行っています。

シニアカレッジ
ポプラ

集団療育センター

箕
面
市
立
病

シニアカレッジ
ポプラ

集団療育センター

箕
面
市
立
病
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７３６－８７１９

FAX番号 ０７２－７３６－８７２１

HP

対象年齢
0歳～高校３年生まで
（生活介護はLIB卒業生のみ）

送迎 有り
メールアド
レス

lib-minoo@asahi.email.ne.jp

開所日・休
所日

営業時間

集団療育センターLIB（重心）
☑児童発達支援     ☑放課後等デイサービス     □保育所等訪問支援 
□居宅訪問型児童発達支援    ☑生活介護

箕面市萱野５－１２－１ １階

開所日：月～土     休所日：日、8/10～20までの内3日間、12/30～1/3

9：00～18：00

PR特色、活動内容

地図

・2021年に「ココステージマーヴェラス本部」より事業所名変更により「集団療育セン
ターLIB（重心）」となりました。
・同時に多機能施設として生活介護事業もスタートさせ、LIB卒業生の受け入れを開始
致しました。
・看護師・セラピスト・保育士・介護スタッフがそれぞれの専門性を発揮しながら利用
児者の成長発達を支援しています。
・入浴や食事・排泄等、日常生活の介助と医療的ケアに加えて、季節に合わせたイベン
トや製作をしています。また理学療法士が常駐しており、ご希望の利用児者にリハビリ
テーションを実施させていただいています。月に2回程度ではありますが、専門の先生
をお招きして、「音楽療法」も実施しています。音楽を通して利用児者のリラクゼー
ションや楽しみの機会を作っていきたいと考えています。
・利用児者一人ひとりに合わせた活動を日々模索して、重症心身障がい児者が安全に楽
しく過ごせるよう、また、ご家族が安心して預けることができるデイサービスを目指し
ています。

集団療育センター

箕
面
市
立
病

シニアカレッジ
ポプラ
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７２０－７７０１

FAX番号 ０７２－７２０－７７０２

HP kidsterrace.net

対象年齢 ３歳～１８歳

送迎 有り

メールアドレス kidsterrace0801@gmail.com 

開所日・休所日

営業時間

キッズテラスわくわく

☑ ☑児童発達支援  放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

562-0012
箕面市白島２丁目２０番１７号 戎ビル１階

開所日：月曜日～金曜日祝日含む/ 休所日：土・日曜日・お盆年末年始

１０時～１８時 

PR特色、活動内容

地図

平日プログラム
微細運動・ビジョントレーニング・SST・キッズヨガ・バランスボール・レクリエーショ
ン・壁面制作活動をしながら得意分野は伸ばし、苦手なことは挑戦しスモールステップ
で達成感を味わってもらい自己肯定感を伸ばしていきます。
SST（ソーシャルスキルトレーニング）とは
 ソーシャルスキルトレーニングとは人が社会で生きていく上で必要な力です。 子どもた
ちの負担になりにくい遊びや運動を通して、集団生活における表現の仕方などの社会性
を自然に育みます。
祝日・長期休暇プログラム
季節に合わせたイベントを行います。（お出かけ、クッキング、お祭り、創作活動な
ど）

～～大切にしていること～～
自由に遊べる時間を大事にしつつも見通しをもって行動し場面切りかえがスムーズにで
きるように支援していきます。集団活動では、個々の苦手なことや得意なことを伸ばし
ていけるように支援しています。 まずは落ち着いて安心できる居場所になれるようにと
思っています。

平日プログラム

SST（ソーシャルスキルトレーニング）とは

祝日・長期休暇プログラム

～～大切にしていること～～
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７３４－７７７９

FAX番号 ０７２－７３４－７７７９

HP
https://copelplus.copel.co.jp/sch
ool/kokoirominoo/

対象年齢 0歳～6歳（未就学児）

送迎 なし
メールアド
レス

minoh@copel.info

開所日・休
所日
営業時間

コペルプラスここいろ箕面教室
☑児童発達支援 □放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 

□居宅訪問型児童発達支援

〒562-0001                                         
大阪府箕面市箕面5丁目１１－４ プラティアビル5階                                        

開校日：火水木金土（祝日も営業） 休校日：日月、8/13～15、12/30～1/3

１０：００～１８：００

PR特色、活動内容

地図

コペルプラスでは、できることに目を向けしっかりと褒めてあげることで
自己肯定感を育む療育を行っています。また”見る・聞く・話す・記憶・や
りとり”など、課題の目的を大切にしながら、楽しく丁寧にお子様と関わっ
ています。                             
・療育時間（50分) ＋振り返り（10分）合計60分                       
・療育の種類：個別、小集団（最大6名）                           
療育中、保護者様にはマジックミラー越しに見学していただいておりま
す。       
月末には、お友達と一緒に制作やゲームをすることで、コミュニケーショ
ンスキルを身に付ける日を設定しております。                                         

集団療育センター
マーヴェラス本部

箕
面
市
立
病
院

シニアカレッジ

ポプラ
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事業所名

事業内容

住所

電話番号  072-736-8217

FAX番号  072-737-6010

HP https://www.with-ac.com/shisetu/minoh/

対象年齢  未就学児～１８歳

送迎  ご利用いただけます。

メールアドレス  with.you.minoo@gmail.com

開所日・休所日

営業時間

 放課後等デイサービス ウィズ・ユー箕面

☑ 児童発達支援  ☑ 放課後等デイサービス  □保育所等訪問支援  □居宅訪問型児童発達支援

 大阪府箕面市如意谷４丁目１－１５ サニーヒル箕面２０１

 開所日：２０２１年１１月１日（月） 休所日：日曜日、１２月３０日～１月３日（５日間）

営業時間9：00～18：00 サービス提供時間 平日10：30～17：30、学校非営業日10：00～16：00

PR特色、活動内容

地図

プログラム内容
『With･youの特徴』【保育と療育をあわせました療保型施設です】

お子さまが主役となって自発的に活動できる様に【未来へ繋げる】療育のご支援をさせていた
だきます。
個人課題では好きや得意なことから、集団課題では、「みんなで一緒に体操」したり「みんな
で一緒に歌う」ことを無理には行わず、私たちWITH･WE'S･WISDOMの精神で、お子さま自
らうまくいく方法を一緒に考えてゆくスタイルです。

運動遊び（屋外やサーキット運動）、季節をテーマに制作活動やソーシャルスキル、未来をイ
メージした生活自立、「好き・得意」を切り口に、はたらくを考える機会から将来の可能性を
広げます。
長期休暇や学校のお休みを利用し、「いちご狩り」や「田植え、稲刈り」をはじめ、体験型の
施設・動物園・水族館などに訪問し幅広い体験や地域の交流にも参加させていただきます。

ウィズ・ユー箕面では、お子さまの「失敗」や「成功」も経験をすることで成長につながると
考えてます。
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７３７－８６０２

FAX番号 ０７２－７３７－８６３２

HP https://spielen8282.com

対象年齢 ０～１８歳

送迎 有

メールアドレス info@spielen8282.com

開所日・休所日

営業時間

Viel Kinder（フィールキンダー）

☑児童発達支援 ☑放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

〒562－0004
大阪府箕面市牧落３－２－１５ ポプラハウス１０１

土曜日・日曜日・夏季休暇・年末年始（１２月２９日～翌年１月３日）

平日 １１：００～１７：００ 祝日・長期休暇 １０：３０～１６：３０

活動内容

地図

こども達のそれぞれの成長や体力、その日の体調に合わせ、デイでの過ごし方をご家族と
一緒に考え、プランを作成します。
〇お友だちと遊ぶ場所
〇就学前に経験を増やす場所
〇学校帰りにゆっくり過ごす場所
〇ゆっくりお風呂に入る場所
〇ご家族がご兄弟との時間をつくるための場所
〇お仕事を頑張るご両親の帰りを待つ場所
〇将来の自立に向けてたくさんのスタッフに出会う場所
フィールキンダーを利用する目的は、様々でどれもご家族にとって大切なことだと思って
います。私たちの想像をこえる日常生活におこる不自由なこと、困っていること、不安や
心配なこと、ご相談ください。
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事業所名

事業内容

住所
電話番号 072-734-6828

FAX番号 072-734-6829

HP http://www.libo-labo-preschool.com/info/

対象年齢 1∼5歳

送迎 なし

メールアドレス libolabo-minoh@happy.email.ne.jp

開所日・休所日

営業時間

LIBOらぼ みのお園
☑児童発達支援 □放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

大阪府箕面市粟生新家3丁目-23-13

開所日：月～金  休所日：土、日、年、夏季休暇、年末年始 ※平日の祝祭日は開所しています。

10時～17時

PR特色、活動内容

地図

２０２２年４月に開所した児童発達支援施設で、小集団プログラムと個別プログラムを実
施しています。
当施設のプログラムは系列施設である「自由が丘こころの発達研究所LIBO」で実施して
いるプログラムを基に、お子様一人ひとりに合ったものを考案しています。
ご利用開始前に保護者の方への聞き取りやアセスメントを取ることで、よりお子様に合っ
た内容のプログラムを実施することができます。
「自由が丘こころの発達研究所」や当施設の代表である帝京大学教授の黒田美保先生の指
導のもと、職員は研修を継続的に受けており、より専門的な支援を行っています。
○小集団プログラム
２～５名ほどで実施するプログラムです。１０時～１３時まで来所いただき、お子様の発
達に合わせて、認知・言語・運動・社会性領域について発達を育みます。また、生活場面
で必要なスキルを毎日の活動の中で身につけます。
週に２～５日間通っていただけます。
○個別プログラム
６０分のプログラムです。「自由が丘こころの発達研究所LIBO」でも行っている
「JASPER」(コミュニケーションや社会性を伸ばすプログラム)や、「TEACCH」、
「SST」などお子様に合わせてプログラムを実施します。４、５歳のお子様には就学準備
も行っています。
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 072－734－7361

FAX番号 072－734－7364

HP https://daisy-minoh.com/

対象年齢 未就学児から18歳

送迎 有り

メールアドレ
ス

contact@daisy-minoh.com

開所日・休所
日
営業時間

デイジーMinoh

☑児童発達支援 ☑放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

大阪府箕面市白島3丁目13番1号 藤田ビル1階

開所日：火曜日から土曜日  休所日：日、月、祝日

10時から17時半

PR特色、活動内容
公認心理師考案の独自プログラムによる療育を行っています。           
1.個別プログラム                              
2.知育運動プログラム                             
3.知育音楽プログラム                             
4.コミュニケーションプログラム                        
5.長期休暇特別プログラム                                                                         
〈私たちの理念〉                                 
1.子供たちの自尊感情を育み、自信、やる気、あきらめない気持ちを高めます。   
2.たくさんのことを経験する中で、自分自身の強みの発見や成長を促します。    
3.楽しいを入り口に色々なプログラムに取り組み、子供たちの「できた！！」を大
切に生き生きと活動できる場を提供します。                    
4.1人1人に寄り添うことをモットーに質の高い療育を目指します。         
5.子供1人1人に合わせた療育を届け、スモールステップで子供たちの可能性を広げ
ます。                                                              
前に踏み出す力、考え抜く力、チーム力を養い、社会に羽ばたく子供たちの第一歩
をサポートします。                                                                       
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事業所名

事業内容

住所

電話番号 ０７２－７３４－６４７４

FAX番号 ０７２－７３４－６４７５

HP https://copelplus.copel.co.jp/school/aogein/

対象年齢 ０歳～６歳（未就学児）

送迎 なし

メールアドレ
ス

aogein@copelplus.copel.info

開所日・休所
日

営業時間

コペルプラス 箕面粟生外院教室
☑児童発達支援 □放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

箕面市粟生外院６－１－２２ １０１ビルディング １階西側店舗

開所日：火～土曜日   
休所日：日曜日、月曜日、祝日、お盆（8/13～15）、年末年始（12/30～翌年1/3）

療育時間割： ①10:00～11:00  ②11:20～12:20  ③14:20～15:20
       ④15:40～16:40  ⑤17:00～18:00  

PR特色、活動内容
・1時間の個別療育で、お子様の発達段階に応じたきめ細かい療育を実施します。２～５名の小集団
 療育もあります。個別療育と小集団療育を併せて受講されることをお勧めしています。
・内容充実のプログラムです。文字・数などの学習面、コミュニケーション面（発語・語彙など）、
 運動面、脳トレ、ワーキングメモリー、手指の巧緻性など、数多くの課題に取り組みます。
・バラエティに富んだ教材を使用しています。教材数は、業界トップの２０００種類以上！
・ほめて伸ばすABA理論を取り入れた療育を行っています。

・教室の詳細は、公式ホームページやインスタグラムで、見ることができます。

   コペルプラス公式ホームページ        箕面粟生外院教室インスタグラム         
     QRコード                  QRコード

000

帝釈寺
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Fax:072-737-8442

HP:https://copelplus.copel.co.jp/school/minoo-onohara/

対象年齢：0～6歳（未就学児）

送迎：なし

e-mail: minoo-onohara@copelplus,copel.info

事業所名：コペルプラス箕面小野原教室

☑児童発達支援 □放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □居宅訪問型児童発達支援

住所：箕面市小野原東５丁目８番６号パーキーK１階

開所日：火～土曜日、休所日：日曜日、月曜日、お盆8/13∼15、年末年始12/30∼1/3
営業時間：9時30分～18時30分

       PR特色、活動内容

　　　　　　　コぺルプラスは個別と小集団療育の教室です

・ほめて伸ばす、力があると信じる、比べない、そして、楽しい療育を心がけています。
・ソロバン、フラッシュカードなど教材の種類は2000種類以上あり、毎月新しい教材が教室に
    届きます。
・オリジナルソングや季節の歌を歌って楽しく学んでいます。
・２～６人での小集団の療育もあります。集団での活動にご心配のある方にお勧めです。
・鉄棒、マット運動なども取り入れています。

             ＊詳細は公式ホームページでご覧いただけます＊
         HP:https://copelplus.copel.co.jp/school/minoo-onohara/

Tel:072-737-8441


