
名　　称

児童発達支援

　

放課後等デイサービス

　〒７７9-3303　吉野川市川島町桑村860番地

　ＴＥＬ　０８８３－３０－３４４５

　児童発達支援センター　きりん教室　よしのがわ

地　図（P．54 マップ①）

　〒776-0002　吉野川市鴨島町麻植塚堂床南241-1　　

　ＴＥＬ　０８８３－３０－０３０８

　ＦＡＸ　０８８３－３０－０３０９

　Ｅ－ｍａｉｌ　yoshinogawa@npokirin.org

　ＦＡＸ　０８８３－３０－３４４６

  Ｅ－ｍａｉl kawashima@npokirin.org

児童発達支援 放課後等デイサービス 保育所等訪問支援

○ ○ ○

　・児童発達支援　：　２０名　

　・放課後等デイサービス　：　１０名

８：４５～１７：４５ 送　迎 延　長 食事提供

火曜日～土曜日・祝日 有　・　無 有　・　無 有　・　無

　・　利用児が，日常生活における基本動作及び，知能技能を習得し，並びに集団生活に適応すること
が出来るよう支援を行うことを目的とします。

　・　児童発達支援

   感覚統合療法をベースにおき，心理アセスメントを活かして，乳幼児期の遊びを教材とした感覚－
運動，　認知－言語発達を促進する支援を行っています。

　・　放課後等デイサービス 

 　放課後に宿題をしたり，ゲーム・感覚遊びをして過ごします。プログラムに沿った活動やルールのあ
る活動を行い，ソーシャルスキルアップを図ります。

　・　保育所等訪問支援

　 保育所・こども園・小学校を訪問して，集団の中で生活しやすいように支援します。また，子どもの発
達の特性の理解を深められるよう，担任と情報共有し，関わりの工夫を助言，支援します。　

　・　すくすく

   子育て支援の一環として，音楽活動やプレイルームの遊具を使った小グループ活動を実施し，遊び
や相談の場となっています。

サービス
の種類

定　　員

利   用
時間等

　・　スタッフ　：　保育士，公認心理師，作業療法士，言語聴覚士
　　　　　　　　　　多職種でのアプローチで様々な視点からの指導や助言を行います。　　　

住　　　所
電話番号　

概　　要

取　　組

－　４４　－



名    称

　〒７７６－００２０

  児童デイサービス　どりーむキッズよしの川

地　図　（Ｐ．５４　マップ②）

　吉野川市鴨島町西麻植字大東１３０－６　

　ＴＥＬ　０８８３－３６－１２２５

　ＦＡＸ　０８８３－３６－１２２６

児童発達支援 放課後等デイサービス 保育所等訪問支援

○ ○

　・児童発達支援　：　1０名　

　・放課後等デイサービス　：　１０名

送　迎 延　長 食事提供

有　・　無 有　・　無 有　・　無

サービス
の種類

定　　員

利　 用
時間等

９：００～１８：００

  ・　遊びやレクリエーションを通して，楽しみながら日常生活に必要な基本的動作の習慣や
   社会適応訓練を行います。　　

 ・  保護者や学校の先生方，または，他の施設や行政の方などと連携し，自宅や学校での
  子どもたちの様子や支援方法など情報交換し，少しずつ「できること」を増やしています。

住　　　所
電話番号

概　　要

取　　組

どりーむキッズ
よしの川

－　４５　－



名　　称

　〒７７６－０００５ 地　図　（P．５４　マップ③）

  放課後等デイサービス　ナイスかもじま

　吉野川市鴨島町喜来乗島番外２６－７　

　ＴＥＬ　０８８３－３６－９９２０

　ＦＡＸ　０８８３－３６－９９３０

児童発達支援 放課後等デイサービス 保育所等訪問支援

○ ○

　・児童発達支援　：　1０名　 　　

　・放課後等デイサービス　：　１０名　 

９：００～１７：００ 送　迎 延　長 食事提供

月～土曜日・祝祭日 有　・　無 有　・　無 有　・　無

　・　営業日　（月～土曜日・祝祭日）

　・　定休日　（　８／１３　～　８／１５　　・　　１２／２９　～　１／３　）

  ・　提供時間　

　　　 児 童 発 達 支 援　（土・祝日）９：００～１７：００

　　　 放課後等デイサービス　（平日）１３：００～１７：００　（土・祝日）９：００～１７：００

　　　※長期休みの利用も可能　

　　　※土・祝日の利用については，平日メインで利用している方を優先に予約。

　・　送　 迎　（３０分圏内となっております。）

　・　食　 事　（昼食代として３００円自己負担となっております。おやつは無料提供）

　　　　　　　　（児童発達支援の方のみ，昼食はお弁当持参となっております。）

　・　集団行動　　（　タイムスケジュール管理　）

　・　体力作り　　（　ウォーキング等・戸外活動　）

　・　水泳教室　　（　４月～１１月まで月１回行っている。　）

　・　手先訓練

　・　ミュージックケア

　・　イベント

サービス
の種類

定　　員

利   用
時間等

住　　  所
電話番号

概　　要

取　　組

－　４６　－



名　　称

　〒７７９－３３０３ 地　図（P．５４　マップ④）

　児童発達支援事業所　たけのこ川島

　吉野川市川島町桒村２６６６－２　

　ＴＥＬ　０８８３－３６－１７０２

　ＦＡＸ　０８８３－３６－１７０３

　Ｅ－ｍａｉｌ　takenokokawashima@shikoku.me

児童発達支援 放課後等デイサービス 保育所等訪問支援

○ ○

１０：００～１７：００ 送　迎 延　長 食事提供

月～土曜日 有　・　無 有　・　無 有　・　無

サービス
の種類

定　　員   児童発達支援，放課後等デイサービス合わせて１０名

利　 用
時間等

　 学習・遊びを通して，豊かな情緒を育み，将来を見通し，自立の促進を目的とした支援を行います。

　 調理実習・おやつ作り・運動などを通して，個別・集団訓練を実施し，「待てる，我慢できる，協力できる」

姿勢を培っていきます。

　 １０年先を見据え，子どもたちが社会の一員として貢献できる大人になるため挨拶・マナーの確立のた

め，外食や汽車の乗車などの体験の機会を増やしています。

　 ＡＢＡ（応用行動分析），ＳＳＴ（社会生活機能訓練）を支援の柱とし，社会適応能力や基本的生活習慣の

獲得，向上を目指しています。

住　　　所
電話番号

概　　要

取　　組

－　４７　－



名　　称

　〒７７６－００１０ 地　図（P．５４　マップ⑤）

  ナーシングホーム　あおいそら

　吉野川市鴨島町鴨島８７６　　

　ＴＥＬ　０８８３－３６－１１２１

　ＦＡＸ　０８８３－３６－１１３１

児童発達支援 放課後等デイサービス その他

○ ○ 療養通所介護・生活介護

　・療養通所介護　：　10名　　

　・児童発達支援・放課後等デイサービス・生活介護　：　6名

８：３０～ 送　迎 延　長 食事提供

有　・　無 有　・　無 有　・　無

サービス
の種類

定　　員

利 　用
時間等

概　　要

・　難病や末期がん等の医療処置の必要な方，先天性疾患を持ったお子様をはじめ，重症

心身障害児・者を医療行為をしながらお預かりさせていただきます。

①　感覚統合療法
     筋緊張の緩和，粗大・微細運動機能の向上，身体イメージの向上等を目的としている。

②　呼吸リハビリテーション　
  　口腔ケア・スクイージング・吸引を行い，排痰補助装置による呼吸リハビリを行っている。

③　摂食嚥下療法　－　経口摂取への援助。

④　経管栄養注入
     マーゲンチューブ・間欠的経口経管栄養（ＩＯＣ）・胃ろうによる栄養・水分・薬の注入を
   行っている。

⑤　ミュージックケア（音楽療法）
   　ミュージックケアの指導者研修を受けたスタッフが行っている。

住     所
電話番号　　　　　　　

取　　組

－　４８　－



名　　称

　〒７７６－００１０ 地　図（P．５４　マップ⑥）

　児童デイ　　ワンハート

  吉野川市鴨島町鴨島字本郷244-2　　

　ＴＥＬ　０８８３－３６－１８１０

　ＦＡＸ　０８８３－３６－１８３０

　Ｅ－ｍａｉｌ　info@one-heart-tks.com

児童発達支援 放課後等デイサービス 保育所等訪問支援

○ ○

　・児童発達支援　：１０名　 　　

　・放課後等デイサービス　：　１０名　 

月曜日から土曜日 送　迎 延　長 食事提供

（平日）　12:00～18:30
（土、祝、長期休暇）　9:30～17:30 有　・　無 有　・　無 有　・　無

実施地域は，吉野川市，阿波市，名西郡，板野郡，徳島市

・送迎サービス　：　可

・食　事　：　お弁当をお持ちいただくか，職員と一緒にお弁当を買いに行きます（実費）

・おやつ　：　１５時頃に提供します（１回につき５０円）

・協力医療機関　　：　　鴨島病院

サービス
の種類

定　　員

利 　用
時間等

住　　　所
電話番号　　　　　　　

概　　要

（１）サービス提供日　　　　　　
　　　月曜日～土曜日，祝日，長期休暇
　　　８月１３日から８月１５日，１２月２９日から１月３日までの間を除く。

（２）サービス提供時間　　　　　
　　　月曜日～金曜日　（12:00～18:30）
　　　土，祝日，長期休暇　（9:30～17:30）　※延長：可（要相談）

取　　組

（ア）日常生活における基本的動作の訓練
    主に食事，排泄，整容（着替え，洗面，歯みがき，整髪など），移動など基本的な行為の個別指導
を行います。

（イ） 集団生活適応訓練
   集団生活に適応するため，遊び，スポーツ等を通して挨拶，ルールなど，その児童に応じた訓練を
行います。

（ウ）創作的な活動の指導
   表現する喜びを体験できるようにし，日頃からできるだけ自然に触れる機会を設け，季節の変化
に興味を持てるようにする等，豊かな感性を培う訓練を行います。また，事業所内では工作や音楽
活動を通して創作力を培う訓練を行います。

（エ）送迎サービス
   事業所の所有する車両により，児童の自宅又は学校と事業所の間の送迎を行います。

（オ）相談及び助言等
   障害のある児童及びその保護者の日常生活における支援等に関する相談及び助言を行います。

－　４９　－



名　　称

　〒７７１－１７０２ 地　図（P．５４　マップ⑦）

　こどもサポート　かしのみ

　阿波市阿波町大次郎３４－１　　

　ＴＥＬ　０８８３－３５－２４８１

　ＦＡＸ　０８８３－３５－２４８２

児童発達支援 放課後等デイサービス 保育所等訪問支援

○ ○

９：３０～１７：３０ 送　迎 延　長 食事提供

有　・　無 有　・　無 有　・　無

サービス
の種類

定    員 　※児童発達支援，放課後等デイサービス合わせて１０名

利　 用
時間等

・迎え場所…板野支援学校・ファミリーマート吉田店・鴨島支援学校・市場小学校
　　　　　　　　久勝小学校・伊沢小学校・大俣小学校

・スタッフ…管理者（１名）・児童発達支援管理責任者（１名）・保育士（２名）・
                児童指導員（２名）

・日中一時支援事業を実施

・小学生が１階スペースで個別指導。中高生が２階で個別指導を実施している。

　２グループに分けることで，安全面の確保と個々の能力に合った個別指導ができている。

　１階では，文字練習，生活訓練を実施している。

　２階では，就労に向けた作業訓練を実施している。

　（スクラッチアート，パズル，制作活動，学習）

・全体での活動として，土曜祝日に社会体験活動を実施している。
　（買い物，工場見学，公園遊び，ボランティア，図書館利用）

住　　  所
電話番号　　　　　　　

概　　要

取　　組

－　５０　－



名　　称

　〒７７１－１７０６ 地　図（P．５４　マップ⑧）

○児童発達支援　（療育内容　：　ＡＤＬ支援，設定療育，個別指導（週１回），食事支援，送迎支援等）

・ ＡＤＬ支援 ：　

・ 設定療育 ：　

・ 個別療育 ：
 小集団療育：

・ 食事支援 ：　

　社会福祉法人池田博愛会

   児童発達支援センター　　ど ん ぐ り

　阿波市阿波町東長峰１５１－１　　

　ＴＥＬ　０８８３－２６－５１６０

　ＦＡＸ　０８８３－２６－５１７７

　Ｅ－ｍａｉｌ　j-donguri@ikedahakuaikai.net

児童発達支援 放課後等デイサービス 保育所等訪問支援

○ ○
　・児童発達支援　：　30名    　　・保育所等訪問支援　    

　・障がい児等療育支援事業

　８：１５～１７：１５ 送　迎 延　長 食事提供

月～金曜日（祝日は休み） 有　・　無 有　・　無 有　・　無

・対象児童　：　就学前児童

　 着脱支援では，衣類を自分で着脱し，たたむことを毎日の生活の中で取り入れています。マッサージ
は，自分の好きな感触のスポンジを使って行い，活動の活性，及び落ち着きをすすめています。朝の活
動では，お当番を決め，みんなの前で伝えることを経験します。

   クラス療育，言語療育，運動療育，音楽療育（リトミック、ミュージック・ケア等），ムーブメント療育等を
実施しています。全ての児童が偏りなく療育に参加できるようにしています。

   週１回３０分，子どもたちの状態に合わせ個別・小集団療育を担当職員が発達検査を行った結果に基
づいて，課題に取り組んでいます。児童のできることを引きだし，自信が持てるような支援を進めていま
す。

   苦手な食材がある子どもたちを含め，個々それぞれに応じた支援をすすめています。また，様々な野
菜をみんなで育てて収穫し，おやつ作り等で食べる機会を設けることで，食事を摂取することを自然に受
け入れることができるようすすめています。　

サービス
の種類

定　　員

利   用
時間等

【児童発達支援】
   発達に心配のある児童に対して，適切な療育をするとともに，健康的で楽しく明るい生活が送れるよ
う様々な支援をすすめています。

【保育所等訪問支援】
　 児童が集団生活を営む施設を訪問し，他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援など
を行います。

【障がい児等療育支援事業】
　 継続的な個別機能訓練や集団による療育指導を行いながら療育機能の充実をすすめていきます。
利用時間は１時間程度で，個別指導・集団療育指導にて支援を行います。

   年間の行事では，季節の行事（七夕・ひなまつり・お正月遊び・おもちつき等）に加えて，毎月の行事（おやつ作り），運
動会，クリスマス表現会，お買い物，遠足，みかん狩りなど楽しくいろいろな経験ができるよう工夫しています。

　 講師の方を招き，保護者との勉強会を実施しています。口腔ケアやマッサージなど，家庭でも取り上げられそうな内
容について職員と一緒に学びます。

　 クラブ活動として，習字とミュージック・ケアを実施しています。講師は有資格の職員が行い，実施した内容は玄関に
掲示し，保護者等来園した方にも見てもらっています。

住　　　所
電話番号　　　　　　　

概　　要

取　　組

－　５１　－



名　　称

　〒７７１－１４０１

　阿波市吉野町柿原字原１９４－１　　

　障害児通所支援センター　たなごころ吉野

　　　地　図（P．５４　マップ⑨）

　ＴＥＬ　０８８－６７６－３３８０

　ＦＡＸ　０８８－６７６－３３８１

　Ｅ－ｍａｉｌ　tanagokoroyoshino@gmail.com

児童発達支援 放課後等デイサービス 保育所等訪問支援

○ ○

　・児童発達支援　：　1０名 

　・放課後等デイサービス　：　１０名 

送　迎 延　長 食事提供

有　・　無 有　・　無 有　・　無

　利用日

　　　・　月曜日～土曜日　（　休業日　：　日曜日及び年末年始　）

　利用時間

　　【児童発達支援】　

　　　・　月曜日～土曜日　１０：００～１７：００

　　【放課後等デイサービス】　

　　　・　月曜日～金曜日　１３：００～１７：００

　　　・　土曜日・祝日・学校指定の休業日　１０：００～１７：００

サービス
の種類

定　　員

利　用
時間等

１０：００～１７：００

・  家庭菜園　
　 野菜を育てて収穫する喜びを体感し，育つ過程を観察するなど感性を豊かにし， みんなで収
穫した野菜を食しながら楽しんで取り組む活動を行っています。

・　交流会（鳴門たなごころなど）
　 ともに遊び，ともに学び，集団活動・助け合い・協調性を養うことができるよう取り組んでいま
す。

・　ピザ釜の設置
　 職員がピザ釜を作り，作る工程などの体験を行い，みんなで楽しむことができる活動を行って
います。

・  平成２９年６月１日，同敷地内に就労センターが開所されました。子どもから成人へとつなげ
る支援の取組を行っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（就労の作業体験も、行っています。）

住　  　所
電話番号　　　　　　　

概　　要

取　　組

－　５２　－



名　　称

　〒７７１－１６１０ 地　図（P．５４　マップ⑩）

　阿波市市場町香美字渡１０番地１　　

　障がい児通所支援事業所　きらら

　ＴＥＬ　０８８３－３６－８６８６

　ＦＡＸ　０８８３－３６－７０７１

　Ｅ－ｍａｉｌ　kirara@kyousei-tokushima.org

児童発達支援 放課後等デイサービス 保育所等訪問支援

○ ○

９：００～１８：００　　　　　　　　　　　　
（サービス提供時間は                  

１０：００～１７：３０）
送　迎 延　長 食事提供

月曜日～土曜日 有　・　無 有　・　無 有　・　無

・日中一時支援事業を実施

　 児童発達支援と放課後等デイサービスを一体的に行う多機能型事業所です。

○児童発達支援… 就学準備プログラムとして机上学習・認知学習を個別にサポートし，集団
では，友達との関わり方や体力作り等で発達を促しています。

○放課後等デイサービス…… 社会体験学習・創作活動・クッキングなど様々な経験を通じて，
社会性や協調性を促しています。また，高学年では就労を見据
えた作業訓練や同法人の就労支援センターの作業体験も実施
しています。

○ご希望により，言語聴覚士の「ことばの訓練」を個別・集団で実施し，専門職との連携を図り，
ソーシャルスキルアップを目指しています。

サービス
の種類

定　　員   ※定員は，児童発達支援，放課後等デイサービス合わせて２０名

利　 用
時間等

【児童発達支援】
 　  利用対象者：受給者証の交付を受けている５～６歳児

【放課後等デイサービス】
　   利用対象者：受給者証の交付を受けている就学児童・生徒（小学生～高校生）

・営業日：月曜日～土曜日　ただし，日祝日・１２月２９日～１月３日までを除く。

・希望により送迎有り（送迎範囲：阿波市・吉野川市）※他は要相談

・スタッフ
　   管理者・児童発達支援管理責任者・児童指導員・保育士・言語聴覚士・指導員

住　　  所
電話番号　　　　　　　

概　　要

取　　組

きらら

－　５３　－



　吉野川市・阿波市　事業所マップ

「障害児通所支援事業所」①～⑩

⑩障がい児通所支援事業所
   きらら
       阿波市市場町香美字渡10-1 

吉野川市

鴨島町

吉野町

市場町
土成町

阿波町

山川町

川島町

美郷

山川町

阿波市

⑦こどもサポート
  かしのみ
      阿波市阿波町大次郎34-1

④児童発達支援事業所
 たけのこ川島
   吉野川市川島町桒村2666-2

⑨障害児通所支援センター  
   たなごころ吉野   
     阿波市吉野町柿原字原194-1

②児童デイサービス
  どりーむキッズよしの川
    吉野川市鴨島町西麻植字大東130-6 

③放課後等デイサービス
 ナイスかもじま
    吉野川市鴨島町喜来乗島番外26-7

⑤ナーシングホーム   あおいそら
   吉野川市鴨島町鴨島876

⑧児童発達支援センター 

  どんぐり
    阿波市阿波町東長峰151-1 

①児童発達支援センター
  きりん教室よしのがわ
 （放課後等デイサービス）

     吉野川市川島町桒村860

⑥児童デイ ワンハート
    吉野川市鴨島町鴨島字本郷244-2

－
　
５
４
　
－

①児童発達支援センター
  きりん教室よしのがわ
 （児童発達支援）

     吉野川市鴨島町麻植塚堂床南241-1


