
平成２７年度３月作成

児童発達 放課後 施設名 住　所 情報提供の有無

1 ○ キャンデイ
〒630-8144
奈良市東九条町125-1

あり　画像１

2 ○ きららの木　りーふ
〒631-0042
奈良市大倭町6-19-2

あり　画像２

3 ○ 児童発達支援センター  仔鹿園
〒630-8424
奈良市古市町1-2

あり　画像３

4 ○ 児童発達支援ばんび
〒630-8424
奈良市古市町1-2

あり　画像４

5 ○ サポートシステムあゆみ
〒631-0811
奈良市秋篠町1245

あり　画像５

6 ○ サンケアデイセンター
〒631-0041
奈良市学園大和町1-304

あり　画像６

7 ○ ○  ありす
〒630-8144
奈良市東九条町403-3

あり　画像７

8 ○ 児童発達支援いっぽ
〒630-8306
奈良市紀寺580-2

あり　画像８

9 ○  ショコラ
〒630‐8442
奈良市北ノ庄町45－１

あり　画像９

10 ○
宅老サロン椀の家  奈良営業
所

〒631-0052
奈良市中町221-1

画像なし

11 ○ たんぽぽ生活支援  センター
〒630-8044
奈良市六条西3-25-4

あり　画像１１

12 ○ ○ ききょう会「なかま」
〒630-8357
奈良市杉ヶ町33-3ききょう杉ヶ町ビル

あり　画像１２

13 ○ ２のあひる
〒631-0064
奈良市帝塚山南4-14-12

あり　画像１３

14 ○ ○ のんたん
〒630-8002
奈良市山陵町110－7

あり　画像１４

15 ○ ○ ばくのゆめ
〒630-8001
奈良市法華寺町82-2

あり　画像１５

16 ○ すこやかhomeにっこり
〒630-8013
奈良市三条大路２丁目520-3

あり　画像１６

17 ○ ○ 東大寺福祉療育病院　華の明
〒630-8211
奈良市雑司町406-1

あり　画像１７

18 ○ ○ もこもこ 〒630-8113
奈良市法連町433-1グローリー新大宮１階

あり　画像１８

19 ○ 日本総合就職支援協会　リジョイス
〒630-8126
奈良市三条栄町４－１

あり　画像１９

20 ○ ○ すくすく
〒630-8101
奈良市青山8丁目104

あり　画像２０

21 ○ おにぎり
〒630-8144
奈良市東九条町261-2

あり　画像２１

22 ○ ○ たのしい
〒630-8221
奈良市元林院町22

あり　画像２２

23 ○ ケアステきっず
〒631-0804
奈良市神功4-1-8ループ神功101

あり　画像２３

24 ○ ○ ぽかぽか
〒630-8053
奈良市七条2丁目789

あり　画像２４

25 ○ ○ えがお
〒631-0816
奈良市西大寺本町2-20プラムキャッスルＳ-１　３０１号室 画像なし

26 ○ 児童発達支援センターしおん
〒630-8115
奈良市大宮町1-1-32奈良交通第3ビル２階

あり　画像２６

27 ○ 児童発達支援センターくれよん
〒631-0052
奈良市中町500-1

あり　画像２７

28 ○ アフタースクール風の谷
〒630-8144
奈良市東九条町771-3

あり　画像２８

29 ○ 児童発達支援らぶり
〒630-8325
奈良市西木辻町33-3

あり　画像２９

30 ○ 奈良ＹＭＣＡ　ことりクラブ
〒631-0823
奈良市西大寺国見町2-14-1

あり　画像３０

31 ○ ＪＯＹ
〒630-8106
奈良市佐保台西町98コートヒルズ101-Ｂ

画像なし

奈良市障がい児通所支援連絡協議会  事業所紹介 (加入団体一覧）



○安全への取り組み
室内に定点カメラを設置し映像記録の保存
送迎車両へのドライブレコーダーの設置
規定人員に加配置をし指導員を多めに従事
個別指導室設置

○プログラム
月間プログラム項目
・課外活動　・お誕生日会　・季節のお楽しみ会　・カラオケ大会　・制作活動・レクリエーション　・総合学習
・個別学習　・クッキング　・音楽

年間行事
3・4月と7・8月に遠足を実施（須磨水族園・王子動物園・しあわせの村・花鳥園など実績)

○特色
中学生以上のお子様を対象とさせて頂き、安全性や支援環境への配慮を行っています。通常時のご利用
に保険負担額以外の負担金を極力撤廃し、必要な支援が受けやすい様に利用者様に還元しております。
また、ご利用いただくお子様の成長と充実を目標として支援させて頂いております。

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

開所時間 定休日（月間・年間休日）9：00　～　18：00 １/１～１/３

定員 10名 新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談

対象年齢

障がい児通所支援事業所　紹介　１

メールアドレス

TEL：0742‐62‐5030／FAX：0742‐62‐0567

法人名/事業所名

住所

実施事業内容（その他サービス含）

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

有限会社ほのぼの／キャンディー

奈良市東九条町125‐1

・移動支援　・身体介護　・家事援助　・通院等介護　・行動援護
・同行援護　・生活介護　・特定相談　・障害児特定相談

・送迎　　（有　　　・　　無）
　送迎場所、地域
　奈良市・郡山市・天理市(地域内の小中学校)
　※通常送迎地域外も相談可

・実費　　（有　　　・　　無）
　実費内容について
　特になし

電話/FAX



実施事業内容（その他サービス含）

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

きららの木　りーふ

奈良市大倭町6番19－2

放課後等デイサービス
＜きららの木としての事業＞
・生活介護 ・児童発達支援

・行動援護 ・移動支援 ・居宅介護 ・相談支援

・送迎　　（有　　　・　　無）
送迎場所、地域
　奈良市・生駒市・教育大・三碓小・鳥見小・あやめ池小
　・二名小・登美ヶ丘小・都跡小
　

・実費　　（有　　　・　　無）
実費内容について　　生駒市のみ片道300円
　　　　　　　　　　　　　　おやつ代　１回100円
　　　　　　　　　　　　　　造形　　　　１回50円
　　　　　　　　　　　　　　その他　手作りおやつ・クッキング代・材
料費

電話/FAX

障がい児通所支援事業所　紹介　２

メールアドレス

TEL/0742-31-4039　　FAX/0742-31-7649

info@kiraranoki.or.jp

事業所名

住所

                                              りーふスローガン

　　                     　あえる　つながる　できる　 たのしい　やさしい
　
　
・日常生活における基本的な生活習慣を身に付け、友だちとの関わりの中で社会性をはぐくむ支援を行い
ます。
　
・様々な活動を通して集団に適応できるよう、それぞれの子どもたちに応じた支援を行います。
　
・ご家族とのコミュニケーションを大切にし、利用される児童に寄り添った支援をします。

（活動内容）
音楽活動、造形活動、わくわく活動、社会参加、レクリエーション、手作りおやつ、クッキング、アロマ足浴
など

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

開所時間 定休日（月間・年間休日）9:00～17：00 盆・正月（年により日にちは変わります）

定員 10名 新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談

対象年齢 6歳～18歳

mailto:info@kiraranoki.or.jp


障がい児通所支援事業所　紹介　３

社会福祉法人宝山寺福祉事業団
児童発達支援センター仔鹿園

〒630－8424
奈良市古市町1－2

電話/FAX

法人名/事業所名

住所

TEL：0742-62-5811／FAX：0742-62-5812

就学前まで

実施事業内容（その他サービス含） ・通所支援　・相談支援

メールアドレス kojikaen@kcn.ne.jp

☆タイムスケジュール☆

　　　全日保育（月・火・木・金）
　　　１０：００～　登園・朝の準備・朝の会
　　　１１：００～　療育①（設定保育）
　　　１１：３０～　給食準備・給食・歯磨き・プラザ
遊び
　　　１３：１５～　療育②<設定保育）
　　　１４：００～　おやつ・帰りの準備・終わりの会
　　　１５：００～　降園

　

半日保育（水・土・指定日）但し土曜日は月に１度程度
１０：００～　登園・朝の準備・朝の会
１１：００～　療育①（設定保育）
１１：３０～　給食準備・給食・歯磨き・プラザ遊び
１３：１５～　帰りの準備・帰りの会
１３：４０～　降園

☆行事
　　　入園式・母子通園・父子通園・家族通園・家庭訪問・避難訓練・園外保育・誕生会・プール開き・七夕
　　　夏祭り・運動会・バザー・クリスマス会・節分・こじかの広場（作品展）・雛祭り・お別れ会・卒園式など・・・

☆保護者の方と担任で年に６回、ポーテージプログラムを軸とした個別療育相談を行なっています。
☆MT(ミュージックタイム）やリズム運動など音楽を用いた全クラス合同での取り組みを月に１回程度行ない
ます。

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

・送迎　　（有　　　・　　無）
　送迎場所、地域
　通園バス（学園前コース・桜井コース）

・実費　　（有　　　・　　無）
　実費内容について
　写真代等

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

開所時間 定休日（月間・年間休日）9：00～17：00 基本的には日・祝(土曜日は概ね月に１度）

定員 57名

☆子ども達の心身共にすこやかな発達を援助します。
☆子ども達やその家族、関わる人々への広範囲な福祉サービスを提供します。

新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談

対象年齢

mailto:kojikaen@kcn.ne.jp


実施事業内容（その他サービス含）

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

社会福祉法人　宝山寺福祉事業団
児童発達支援　ばんび

奈良市古市町１－２

児童発達支援

・送迎　　（有　　　・　　無）
　送迎場所、地域

・実費　　（有　　　・　　無）
　実費内容について
　おやつ代３０円／回
　連絡帳代200円
　雑費袋代140円
　誕生日色紙代190円

電話/FAX

障がい児通所支援事業所　紹介　４

メールアドレス

TEL：0742－62－5811／ＦＡＸ：0742-62-5812

kojikaen@kcn.ne.jp

法人名/事業所名

住所

・お子さんの年齢、状況に応じたグループに入って頂きます。
・基本的には単独通園です。（グループによっては母子通園を行う場合があり
　
＜療育内容＞
・運動遊び、制作、音楽遊び、戸外遊び、季節の遊び、絵本など・・
・ポーテージプログラムのチェックリストを基に、定期的に個別療育の時間を
 持ちます。合わせて、相談の時間も持ち、お家での様子を伺い、具体的な
お家での取り組みを一緒に考えます。
・母子通園や保護者勉強会、交流会を設け、保護者同士の交流を図ります。
・必要や希望に応じて、他機関との連携をとります。

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

開所時間 定休日（月間・年間休日）9：00～17：00 日・祝日（年末、年始）

定員 10名／日 新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談

対象年齢 1歳～6歳



「あそび」がいっぱい！
　　おやつ作り・野菜収穫・巨大迷路・スタンプラリー・パターゴルフ大会・映画鑑賞
　　若草山ハイキング・デジカメ撮影クラブ・お笑いステージ・でっかいお絵かき
　　プール・バーベキュー・ハロウィンパーティー・おばけやしき
　　・・・などなど、楽しいコト続々キカク中！
　　なかまと関わりながらイロイロな体験をして、自分の世界をひろげよう！

「じぶん」がだいすき！
　　ひとりの時間も大切にします。絵本・お絵かき・おもちゃ作り・お勉強・バランス
　　ボール・・・などなど、自分の好きなコトを見つけ、落ち着いて存分に取り組み、
　　「やった！」「できた！」「たのしかった！」の気持ちの積み重ねから自信へ。
　

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

開所時間 定休日（月間・年間休日）
放課後　12～16時 ｏｒ 16～18時
長期休暇　10～16時

土・日・祝日・お盆期間・年末年始

定員 10名 新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談

対象年齢 小学生～高校生

障がい児通所支援事業所　紹介　５

メールアドレス

ＴＥＬ　0742－47－2331　／　ＦＡＸ　0742－47－2332

daisy@os-ayumi.org

事業所名

住所

実施事業内容（その他サービス含）

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

サポートシステムあゆみ

奈良市秋篠町1245

放課後等デイサービス・行動援護・居宅介護
重度訪問介護・同行援護・移動支援・日中一時支援

・送迎　　（有　　　・　　無）

送迎場所、地域

　奈良市及び周辺地域、
　奈良西養護学校、奈良東養護学校、南山城支援学校
　他各学校（平城小・西大寺北小・東登美が丘小　等各地域校）
　
・実費　　（有　　　・　　無）

実費内容について

　200～500円／回　（おやつ代・材料費等）

電話/FAX

mailto:daisy@os-ayumi.org


　児童通所支援事業所では、2歳から高校生までの児童が、さまざまなプログラム活動の下、楽しく活動して
います。現在、奈良市を中心に５事業所開設しており、ご利用の希望があれば、ご相談に応じ、各事業所の
案内をさせて頂いております。
サンケア・デイセンター「ちゅうりっぷ」(児童発達支援）
太陽クルー、太陽ジャム（多機能型通所）就学前幼児、就学後児童
太陽キッズ（放課後等デイサービス）　小学5年生まで
太陽きゃべつ（放課後等デイサービス）　高校生まで

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

開所時間 定休日（月間・年間休日）8:30～18:30
年末年始

日・祝日については、事業所により開所

定員 10名 新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談

対象年齢 2歳児～高校生

障がい児通所支援事業所　紹介　６

メールアドレス

TEL:0742－93－8210／FAX:0742－94－3995

suncare@rondo.ocn.ne.jp

事業所名

住所

実施事業内容（その他サービス含）

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

株式会社サンケア／サンケア・デイセンター

〒631－0078
奈良市富雄元町2丁目6－33(2階）

・放課後等デイ　・児童発達支援　・居宅、重度訪問介護
・行動、同行援護　・移動支援　・生活介護
・就労継続支援B型

・送迎　　（有　　　・　　無）
送迎場所、地域（例→奈良市、生駒市、郡山市、二階堂養護学
校、都跡小学校）
場所を限定し、送迎しています。

・実費　　（有　　　・　　無）
実費内容について（例→生駒市のみ片道100円・おやつ代100
円/回）
　
おやつ・教材費　100円／回

電話/FAX

tel:0742－93－8210／FAX:0742－94－3995
mailto:suncare@rondo.ocn.ne.jp


障がい児通所支援事業所　紹介　７

法人名/事業所名 合同会社Ku-chi／児童デイサービス　ありす

住所 奈良市東九条町４０３－３（7月初め頃変わります）

電話/FAX 0742-31-3235

メールアドレス

定休日（月間・年間休日）
日曜・祝日　お盆（8月13日～17日）
年末年始（12月29日～1月5日）

開所時間
月曜～金曜13：00～17：00

土曜及び長期休12：00～16：00

実施事業内容（その他サービス含）
児童発達支援

放課後等デイサービス

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

・送迎　　（有　　　・　　無）
　送迎場所、地域
　事業所より片道10㎞以内の地域

・実費　　（有　　　・　　無）
　実費内容について
　クッキング材料費　1回200円

♪りんりん・らんらん（音楽あそび）
♪くるくる（制作・造形あそび）
♪のびのび（運動あそび）
♪わくわく（お買いもの体験、防災センター、キッズふぉとん、文化城陽パルク、ドリーム２１など）
♪にこにこ（公園などに出かけていく）生駒山ろく公園、馬見丘陵公園、高塚公園など
☆その他　　お楽しみ会（ペープサート、パネルシアター、ゲームなど）、外食（ファミリーレストランなど）、電
車・バスに乗っての社会体験、プールなどもプログラムに取り入れています。
☆夏休み期間中に、お泊まり会（実費）を実施しています。（放課後等デイサービスの対象児で希望をとりま
す）　1回（1泊２日）3～4名。
☆レクリェーション、お誕生日会、畑に野菜の収穫（年に3～4回）を行っています。

定員 10名 新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談

対象年齢 (未就学児）2歳児～18歳（高校卒業まで）

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）



＜プログラム＞
①月・金　　10:00～13:45　　お弁当持参　２～４歳中心
②火　　　　 10:00～12:30　　おやつのみ　２，３歳中心
③水　　　　 親子教室（１～３歳対象、未歩行可能。実費にて実施）
④木　　　　 15:00～17:30　　幼稚園・保育園児（４，５歳中心）
⑤土　　　　 10:00～12:30　　幼稚園・保育園・その他（３～５歳中心）

・①、②のクラスでは身辺自立を目標に、排泄・着脱・清潔指導の時間もプログラムに入れながら、設定
　保育では運動、絵画制作、音楽、言葉遊び等、いろいろな活動が経験できます。
・細かい時間割を作り、着席・片づけ・順番を待つ・切り替える等をわかりやすく子供たちが取り組めるように
　工夫しています。
・１０名の子どもに対し、保育士が４名体制で対応します。全員、障がい幼児の療育経験豊富なスタッフで
す。
・③、④、⑤のクラスではＳＳＴ（ソーシャルスキルトレーニング）も意識しながら、ルールのあるゲームや感覚
　統合遊び、社会体験（外出、お買い物）などを行っています。
・保護者支援として２ヶ月に１回、利用者全員に「個別療育相談」を行っています。

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

開所時間 定休日（月間・年間休日）
９：００～１７：３０（その内、療育
時間は曜日によって変わる）

日、祝日、年末年始、３/３０～約4日間

定員 10名／日 新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談

対象年齢 ２歳～６歳（未就学児のみ）、原則、未歩行児は不可。

障がい児通所支援事業所　紹介　８

メールアドレス

０７４２－２７－５５０１　　ＦＡＸ：０７４２-２７ー５５０２

kodomo-ippo@sound.ocn.ne.jp

事業所名

住所

実施事業内容（その他サービス含）

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

宝山寺福祉事業団
児童発達支援　　いっぽ

奈良市紀寺町５８０-２

児童発達支援

・送迎　　（有　　　・　　無）
送迎場所、地域（例→奈良市、生駒市、郡山市、二階堂養護学
校、都跡小学校）

・実費　　（有　　　・　　無）
実費内容について（例→生駒市のみ片道100円・おやつ代100
円/回）

・おやつ代　50円
・保育材料費（契約時、￥３５０～５６０）
・その他、行事等で保育材料費が発生する時あり。

電話/FAX

mailto:kodomo-ippo@sound.ocn.ne.jp


対象年齢 就学後

日替わりプログラムを設定しています。
動物介在活動として、警察犬訓練学校で一定のしつけをされた犬と児童のふれあいを実施。

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

開所時間 定休日（月間・年間休日）10：00～18：00 無

定員 10名 新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談

障がい児通所支援事業所　紹介　９

メールアドレス

0742‐62‐6255　（ＦＡＸも同じ

akubi-office@akubi-love.com

法人名/事業所名

住所

実施事業内容（その他サービス含）

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

株式会社あくび／ショコラ

奈良市北永井町４６５－３

・放課後等デイサービス　・居宅介護　・行動援護　・移動支援

・送迎　　（有　　　・　　無）
　送迎場所、地域
　・奈良市　・二階堂養護学校
　・郡山市　・奈良東養護学校

・実費　　（有　　　・　　無）
　実費内容について
　おやつ代　100円/回
　食事代　　 400円/回

電話/FAX

mailto:akubi-office@akubi-love.com


（通常期） 月～金 12：00～17：00
　　　　　　　　土　　 9：00～17：00
（学校休業期）　　　9：00～17：00

少人数で個々にあったプログラムを実施

障がい児通所支援事業所　紹介　１０

メールアドレス

０７４２-５３-６５７８

事業所名

住所

実施事業内容（その他サービス含）

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

宅老サロン　椀の家　奈良営業所

奈良市中町221-1

放課後等デイサービス

・送迎　　（有　　　・　　無）
送迎場所、地域（例→奈良市、生駒市、郡山市、二階堂養護学
校、都跡小学校）
【奈良市（旧月ヶ瀬・山添・御杖村を除く）・生駒市・大和郡山市】

・実費　　（有　　　・　　無）
実費内容について（例→生駒市のみ片道100円・おやつ代100
円/回）
【おやつ代　１００円／回　・　その他実費については相談】

電話/FAX

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

対象年齢 就学児童（6歳～18歳）

開所時間 定休日（月間・年間休日） 日曜及び8/13～8/15・12/29～1/3

定員 　　　　　　　　　１０　名 新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談



10名 新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談

開所時間

障がい児通所支援事業所　紹介　１１

法人名/事業所名
社会福祉法人わたぼうしの会
たんぽぽ生活支援センター

住所
〒630-8044

奈良市六条西3-25-4

対象年齢 就学児童（18才3月まで）

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

広くて音響設備の整ったバリアフリーホールが活動拠点です。
主にこのホールでトランポリンを跳んだり、楽器を演奏したり、エアロビの先生に来ていただいてダンスをし
たり、絵画や造形活動、お料理、おかしづくりなどをしながら、楽しい時間を過ごします。　しんどくなった時、
ひとりで落ち着きたい時は別のお部屋でゆっくり過ごすこともできます。
どこでも、どんな人とでも楽しみをみつけていける力は大人になった時にきっと活きる。ゆっくりとそれぞれの
ペースで、そんな力を育んでいくデイサービスを目指しています。

電話/FAX TEL:0742-40-1030 / FAX:0742-49-5523

メールアドレス

実施事業内容（その他サービス含）
居宅介護・行動援護・短期入所・移動支援・日中一時支援・放課
後等デイサービス

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

・送迎　　（有　　　・　　無）
　送迎場所、地域
　

・実費　　（有　　　・　　無）
　実費内容について

月木金　放課後～17：30
水　　　　放課後～16：00
土日祝　10：00～15：00

定休日（月間・年間休日） 毎週火曜・お盆・年末年始

定員



・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

放課後等デイサービス・児童発達支援事業所
なかま　(みらい)

〒630-8357
奈良県奈良市杉ヶ町33-3ききょう杉ヶ町ビル3・4Ｆ

・放課後等デイサービス
・児童発達支援事業
・日中一時支援事業

・送迎　　（有　　　・　　無）
送迎場所、地域（例→奈良市、生駒市、郡山市、二階堂養護学
校、都跡小学校）
　　奈良市・大和郡山市・生駒市

・実費　　（有　　　・　　無）
実費内容について（例→生駒市のみ片道100円・おやつ代100
円/回）
　おやつ代１００円／回　　（その他イベント等材料経費は必要に
応じて徴収）

電話/FAX

対象年齢 未就学(児童発達支援)～１８歳

障がい児通所支援事業所　紹介　１２

メールアドレス

0742-20-2525

nakama@kikyokai.jp

事業所名

住所

実施事業内容（その他サービス含）

なかまの取り組みとして、遊びや運動などのプログラムを通じて集団の中での経験を豊にし、円滑に社会生
活を送る力を楽しく身につけるよう支援します。季節に応じたプログラム遊び、毎月恒例の誕生日会、長期
休暇中はお出かけ企画などなど各種イベントも予定いたしています。また、同事業所内では個々に応じて一
歩踏み込んだ課題プログラムを設定して取り組んでいただける「みらい」クラスもありますので、利用者さん
一人一人のニーズにお応えしていけるような体制作りをしております。別事業として短期入所の対応も実施
しております。(デイで馴染みのあるスタッフが支援にあたります。)

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

開所時間 定休日（月間・年間休日）午前１０時～午後５時 日曜・祝祭日・年末年始

定員 ２０名(なかま１０名・みらい１０名) 新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談

mailto:nakama@kikyokai.jp


「２のあひる」は数字をモチーフに、動物の絵を描いている利用者の方の絵画
から名前を付けました。
奈良西養護の近くにあり、身近な地域で発達支援を受けられる場所です。
「お祭りごっこ」などの季節に応じたあそびの中や外出してのお買い物等
主にコミュニケーションの方法やマナーなど、社会性に必要な練習をして
行きます。

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

開所時間 定休日（月間・年間休日）
火・木　１５：３０～１７：００
水・金　１３：３０～１６：３０
土　　　１０：３０～１５：３０

日曜日・月曜日

定員 10名 新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談

対象年齢 小学生対象

障がい児通所支援事業所　紹介　１３

メールアドレス

0742-81-3982　FAX同じ

法人名/事業所名

住所

実施事業内容（その他サービス含）

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

社会福祉法人青葉仁会／２のあひる

〒631-0064
奈良市帝塚山南4-14-12

放課後等デイサービス

・送迎　　（有　　　・　　無）
　送迎場所、地域
　奈良西養護学校、奈良市内の一部地域

・実費　　（有　　　・　　無）
　実費内容について
おやつ代７０円／回　　昼食代３８０円／回
送迎　　片道２００円　　往復３５０円（希望者のみ代理発送）
外出、特別食　　実費

電話/FAX



実施事業内容（その他サービス含）

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

特定非営利活動法人ザ・ホープフルのんたん

奈良市山陵町１１０-７

児童発達支援・放課後等デイサービス

・送迎　　（有　　　・　　無）
　送迎場所、地域
　奈良市内

・実費　　（有　　　・　　無）
　
実費内容について
　おやつ代として 50円/回
　工作・クッキング材料費
　お出かけ参加費

電話/FAX

障がい児通所支援事業所　紹介　１４

メールアドレス

TEL   0742-93-9816 　　 ＦＡＸ 　0742-93-9817 

nontan@star.ocn.ne.jp

法人名/事業所名

住所

対象年齢 1歳～中学生まで

子ども達の心のアンテナに耳を傾け、一人一人の個性を大切にし、自立に向けた生きる力を伸ばす事を目
的としています。主に遊びを通していろいろな事を経験する機会を提供します。モンテッソーリ教育を取り入
れた療育を中心に、音楽遊びや創作活動・体操を積極的に取り入れています。子どもたちが、学校や家庭
以外に楽しく安心して過ごせる場所の1つになればと思っています。

・モンテッソーリ教育・・・モンテッソーリ教材を使って一人一人の、自分で考え、答えを導き出す力、人生を
生き抜く力　　　を育てます。
・音楽活動・・・・・・・・・・・歌や楽器で子どもたちの情操に働きかけて想像力や傾聴力を高めます。
・創作活動・・・・・・・・・・・個々の育ちにあった活動を楽しみながら、手先の訓練を行い、才能を刺激します。
・運動・・・・・・・・・・・・・・・整えられた環境で、様々な運動の基礎となる動きを覚えて、楽しく運動能力を伸ば
します。
・学習支援・・・・・・・・・・・一人一人の発達、適正に応じた学習指導をします。
・言語療法・・・・・・・・・・・言語聴覚士による個別、集団の言語療法を行います。
・その他・・・・・・・・・・・・・季節の行事、散歩、戸外遊び、お買い物ツアー、ボーリング、映画、英語、絵本の
広場、など

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

開所時間 定休日（月間・年間休日）
月・水・木・金　10:00～18:00

土曜　12:30～17:00
火曜、日曜、祝日、年末年始、夏季

定員
児童発達支援　10名

放課後等デイサービス　10名
新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談

mailto:nontan@star.ocn.ne.jp


対象年齢 就学前から就学児１８歳まで。

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

生活能力向上の為の継続的に状態に応じて提供します。自立を促進すると共に、声掛けや見守りを個別に
対応していきます。ばくのゆめデイでは、学校で頑張ってきたお友達にばくのゆめプレイルームでホッとした
空間を提供していきたいと思っております。ワクワクする期待感がいっぱい詰まった療育計画を立て、「生き
る力」を身につけて行ってもらえるようにと思っております。療育プログラムは行事に関連し、しっかり言葉が
けを行い、行事の意味合いを正しく伝えたいと思っています。
　子どものやる気を奮起させるには、とスタッフと話し合いながら進行をスムーズに行えるように日々工夫し
ています。子ども達の成長の特質を踏まえ楽しい生活を送ってもらえるようにと考えています。
　歩いて１分の所に公園があります。気分の切り替えに体を動かし、安全に楽しく過ごしています。１８歳
後、デイ終了後は移動支援など利用し、子どもたちの成長に関わり、支援をして見守っていきたいと思って
います。

13:30～17:30 定休日（月間・年間休日） 日曜日、８/１３～１４日、１２/２９～１/４

定員 10名 新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

・送迎　　（有　　　・　　無）
　送迎場所、地域
　現在の送迎場所・・・奈良市内、木津川市、相楽郡

・実費　　（有　　　・　　無）
　実費内容について
　おやつ代　１回７０円

開所時間

障がい児通所支援事業所　紹介　１５

法人名/事業所名 なら山産業株式会社／ばくのゆめ

住所
〒630－8001

奈良市法蓮寺町82－2

電話/FAX TEL：0742－30－2892／FAX：0742-30－891

メールアドレス ｈｔｔｐ//bakunoyume.Ｃom/

実施事業内容（その他サービス含）



実施事業内容（その他サービス含）

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

すこやかｈｏｍｅにっこり

奈良市三条大路２－５２０－３

・すこやかｈｏｍｅにっこり（放課後等デイサービス、日中一時支援）
・暮らしの応援ステーションそーら（居宅介護、移動支援）
・介護タクシーを利用した、旅行・観光サポート
・高齢者向けカルチャーセンター「まなび処 結」

・送迎　　（有　　　・　　無）
　送迎場所、地域
　奈良市、生駒市、大和郡山市

・実費　　（有　　　・　　無）
　実費内容について
　送迎代（燃料費）
　奈良市内…１００円/片道
　奈良市以外…３０円/Ｋｍ/片道

電話/FAX

障がい児通所支援事業所　紹介　１６

メールアドレス

TEL0742-35-3755  FAX0742-35-3754

office@human-heritage.jp

法人名/事業所名

住所

すこやかｈｏｍｅにっこりでは、外遊び（めぐみ/週３回）を中心に、創作プログラムや音楽プログラムなど、さ
まざまな活動を行っています。またお出かけイベントも毎月開催し、普段なかなか体験することのできない
活動にも取り組んでいるほか、ご両親や兄弟も参加できる家族プログラムを実施しています。

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

開所時間 定休日（月間・年間休日）
（平日）放課後or１３：３０～１７：３０

（土曜日）１０：３０～１４：３０
日曜日、年末年始

定員 10名 新規受入 要相談

対象年齢 学齢期（小学生～高校生）

mailto:office@human-heritage.jp


実施事業内容（その他サービス含）

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

社会福祉法人東大寺福祉事業団
東大寺福祉療育病院　華の明

奈良市雑司町４０６－１

児童発達支援/放課後等ディサービス/生活介護

・送迎　　（有　　　・　　無）
送迎場所、地域
片道３０分以内の地域。条件つき（保護者の送迎が難しい場合）

・実費　　（有　　　・　　無）
実費内容について
給食代１食５５０円
※食事提供加算がつくとこの限りではありません

電話/FAX

障がい児通所支援事業所　紹介　１７

メールアドレス

ＴＥＬ：0742-27-6711/FAX：0742-23-0198

midori＠ｔｗｆ.or.jp

事業所名

住所

・看護師が常駐し、病院内に医師がいます
・看護師、作業療法士、保育士、音楽療法士、指導員と、他職種による療育活動を行っています
・自然に恵まれた環境地にあります
・幼稚園や他施設との交流保育を行っています（幼児さん対象）
・活動内容について
※毎日の設定保育では、製作・感触遊び・トランポリン・散歩などで楽しんでいます。その他にも市内バス乗
車体験・　個別外出・電車乗車体験なども行っています
・行事について
※遠足・親子の集い・お祭り・東大寺の行事に参加するなど、計画をしています

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

開所時間 定休日（月間・年間休日）９：３０～１６：００ 土曜日・日曜日・祝日

定員 １５名/日 新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談

対象年齢 幼児・学童・成人　　多機能型につき



児童発達支援
放課後等デイサービス

居宅介護　　行動援護　移動支援

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

・送迎　　（有　　　・　　無）
　　　送迎場所、地域は要相談　（奈良市・生駒市・奈良西養護・
奈良東養護など）

・実費　　（有　　　・　　無）
　　　実費内容について（例削除）
　　　おやつ代　５０円/回

児童発達支援水・金9：30～12：00
放課後デイサービス月～金13：30～17：00
月・火・木　17:00~19:00

定休日（月間・年間休日）日曜日・年末年始12/29～1/3・お盆休み

障がい児通所支援事業所　紹介　１８

対象年齢 児童発達支援　１歳～6歳　　放課後等デイサービス　小学生～高校生

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

児童発達支援　発達に遅れ・言葉に遅れがあるお子さまを対象とし、身辺自立を目指すとともに、遊びを通
して療育をすすめます。
※基本はお子さまのみの参加となりますが、場合によっては親子参加を行います。
放課後等デイサービス　13：30～17：00　お子さまの完成を大切にしながら、造形・音楽・絵画などのプログ
ラムの時間があります。小集団で遊びを通してゆったりと関わり、安心して楽しく過ごせる環境を提供しま
す。
月・火・木　17：00～19：00　学習支援を行っています。（対象は小学校中学年以上）

電話/FAX ＴＥＬ0742-93-9636/ＦＡＸ0742-81-7772

メールアドレス msnet@pure.ocn.ne.jp

実施事業内容（その他サービス含）

法人名／事業所名 ＮＰО法人　Ｍｓねっと／もこもこ

住所 奈良市法蓮町４３３番地１　グローリー新大宮1Ｆ

定員 １０　　名 新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談

開所時間



事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

工作・生活動作の訓練、意思表示と表現力の3つのテーマを中心に、集団イベント活動、体力作りなど自立
を目的とした療育に力を入れています。
・工作－考える楽しさを身につけアイデアや発想力を豊かにします。
・生活動作の訓練－自立を目的とした日常動作の訓練を行います。
・意思表示と表現力－言葉や表情など表現力のトレーニングを行います。
また、月別の毎日のプログラムを計画して、療育活動を経て社会参加出来る力をつける活動をしています。

定員 新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談

対象年齢 小学１年生～高校３年生

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

・送迎　　（有　　　・　　無）
送迎場所、地域（例→奈良市、生駒市、郡山市、二階堂養護学
校、都跡小学校）
　

・実費　　（有　　　・　　無）
実費内容について（例→生駒市のみ片道100円・おやつ代100
円/回）

開所時間 12：00～19：00 定休日（月間・年間休日） １２月29日から１月3日まで

電話/FAX 0742-32-2232

メールアドレス rejoice.32.2232@gmail.com

実施事業内容（その他サービス含） 放課後等児童デイサービス

障がい児通所支援事業所　紹介　１９

事業所名 リジョイス

住所 奈良市三条栄町4-1

mailto:rejoice.32.2232@gmail.com


障がい児通所支援事業所　紹介　２０

法人名/事業所名 株式会社育mi／すくすく

住所 奈良市青山8-104

電話/FAX 0742-37-8993

メールアドレス

定休日（月間・年間休日） 日・祝開所時間
9：00～17:00（その他療育プログ

ラム１０:００～１５:００）

sukusuku8993@zeus.eonet.ne.jp

実施事業内容（その他サービス含）
児童発達支援事業所
放課後等デイサービス

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

・送迎　　（有　　　・　　無）
　送迎場所、地域
　相談により送迎あり

・実費　　（有　　　・　　無）
　実費内容について
　教材費遠足等

すくすくでは、日常の生活訓練を中心とし、食事や更衣、排泄などお子様の課題や状況をふまえて個別支
援計画を立てて、繰り返し丁寧に訓練指導する事により、成長と発達を支援しています。
季節に応じミニ菜園で芋掘りやトマト狩りもします。

定員 10名 新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談

対象年齢 児童発達支援0～6歳　放課後デイサービス（医療ケア児童）

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

mailto:sukusuku8993@zeus.eonet.ne.jp


○安全への取り組み
室内に定点カメラを設置し映像記録の保存
送迎車両へのドライブレコーダーの設置
規定人員に加配置をし指導員を多めに従事
個別指導室設置

○プログラム
月間プログラム項目
・課外活動　・お誕生日会　・季節のお楽しみ会　・音楽療法　・制作活動　・レクリエーション　・個別学習
・クッキング　・音楽

年間行事
3・4月と7・8月に遠足を実施　（須磨水族園・ﾋﾞｯｸﾞﾊﾞﾝ　・京都水族館・花鳥園など実績)

○特色
プレイルームにはエアトランポリンを用意し、お子様が元気いっぱいに活動できる環境や目的に合わせたお
部屋を使いお子様が活動し易くなるように環境を整えています。クッキングでは食育に取り組み毎月ひとつ
の食材を中心に色んなアレンジをしながら「食べる」幅を広げてもらえるように支援しています。

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

開所時間 定休日（月間・年間休日）9：00　～　18：00 1/１～1/３

定員 10名 新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談

対象年齢 2歳　～　12歳(小学校6年生まで)

障がい児通所支援事業所　紹介　２１

メールアドレス

TEL：0742-62-0023／FAX：0742-62-0035

法人名/事業所名

住所

実施事業内容（その他サービス含）

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

有限会社ほのぼの／おにぎり

奈良市東九条町２６１－２

・移動支援　・身体介護　・家事援助　・通院等介護　・行動援護
・同行援護　・生活介護　・特定相談　・障害児特定相談

・送迎　　（有　　　・　　無）
　送迎場所、地域
　奈良市・郡山市・天理市(地域内の小中学校)
　※通常送迎地域外も相談可

・実費　　（有　　　・　　無）
　実費内容について
　特になし

電話/FAX



実施事業内容（その他サービス含）

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

たのしい

奈良市元林院町２２

児童発達支援
放課後等デイサービス

・送迎　　（有　　　・　　無）
送迎場所、地域
 　　奈良市・生駒市
　

・実費　　（有　　　・　　無）
 実費内容について
　　　・生駒市のみ送迎費　：　片道300円
　　　・造形・感覚遊び　：　1回50円
　　　・手作りおやつ・クッキング　：　材料費

電話/FAX

障がい児通所支援事業所　紹介　２２

メールアドレス

TEL:0742-22-7766　　　FAX:0742-22-7272

事業所名

住所

 "たのしい"では、子どもたちと楽しく遊びながら、子どもたちの発達を支援していきます。
   「今日"たのしい"行くよ」
 ほっこり親子で楽しい気分になれるよう、子どもの笑顔あふれる場所を目指します。

 療育プログラム
   　運動あそび・音楽あそび・感覚あそび・リズム体操・製作活動・戸外活動・散歩・季節の行事など

 子どもは遊びの中で成長していきます。
 楽しく遊びながら、子どもたちに豊かな経験を積み重ね行きたいと考えます。
 遊びの中で療育プログラムを取り入れ、子どもたちの瞳を輝かせたいと考えています。

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

開所時間 定休日（月間・年間休日）9:00～17:00
日・祝日→場所のみ閉所

盆・正月(年によって日にちは変わります）

定員 10名 新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談（放デイ）

対象年齢 児童発達支援:未就学児　　　　　放課後等デイサービス：小学生以上18歳以下の児童・生徒



実施事業内容（その他サービス含）

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

ケアステきっず

奈良市神功4-1-8ループ神功101号

・介護保険法における訪問介護、居宅介護支援
・障害者総合支援法における居宅介護、重度訪問介護、行動援
護、同行援護、移動支援事業
・児童福祉法における放課後等デイサービス
・介護タクシー事業

・送迎　　（有　　　・　　無）
送迎場所、地域（例→奈良市、生駒市、郡山市、二階堂養護学校、都
跡小学校）
奈良市、生駒市、郡山市、天理市、京都南部（木津川市、京田辺市、
精華町等）
※上記以外の地域も応相談
　

・実費　　（有　　　・　　無）
実費内容について（例→生駒市のみ片道100円・おやつ代100円/回）
交通費→無し
実費→おやつ代・教材費として1回あたり100円徴収
※イベント時等は別途料金徴収

電話/FAX

障がい児通所支援事業所　紹介　２３

メールアドレス

0742-72-2155/0742-72-2153

care-station.nara@leto.eonet.ne.jp

事業所名

住所

〇ケアステきっずは【いろいろ】という言葉をコンセプトに障がいの種別（知的・精神・身体）、職員の老若男
女問わずに様々な方が集まってできている事業所です

〇障がいの種別分けをしていないので、集団での活動というよりかは、個別でのプログラムを重視した活動
をしながらも、その日のメンバーによって外出、クッキング、制作活動も取り入れた内容になっております

〇大きな特徴の一つとしては、事業所内でお風呂に入っていただける（一般個浴）ことと、喀痰吸引や注入
等の医療的ケアが必要な利用者の方も受け入れさせていただいていることです※医療的ケアが必要な利
用者の方に関しては指導看護師から指導していただくことが絶対条件になります。また事業所に看護師は
常駐してなく、指導看護師から講習を受けた指導員が実施します

〇送迎や利用時間につきまても、なるべく要望を受け入れられるように個別に相談という形を取らせていた
だいてますのでお気軽に連絡いただきますようにお願いします

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

開所時間 定休日（月間・年間休日）
学校終了時～19：00

長期休みは午前中から19：00まで
※時間詳細については応相談

年末年始（29～3日まで）・日曜

定員 10名 新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談

対象年齢 6歳～18歳（小学校入学～高校卒業まで）

mailto:care-station.nara@leto.eonet.ne.jp


　看護師、保育士、児童指導員等医療のスタッフも含めた人員配置を行い、医療ケアが必要となる重度の
重複障がいの状態である方々に対して、生活に必要な介護や身体機能の維持等を目的とした訓練、皆さん
それぞれに楽しんで頂ける活動、入浴支援等提供させて頂いております。
　また、利用に関する福祉の相談や地域の関係機関との連携等、様々なご相談にも対応させて頂いており
ます。詳しくは、奈良医療センターのホームページ上に「ぽかぽか」の項目がありますのでご確認下さい。

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

開所時間 定休日（月間・年間休日）9：30～16：00 土・日・祝日・年末年始

定員 3事業合わせて5名 新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談

対象年齢 問わず

障がい児通所支援事業所　紹介　２４

メールアドレス

0742-45-4591

pandasa2@atlas.plala.or.jp

事業所名

住所

実施事業内容（その他サービス含）

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

独立行政法人　国立病院機構
奈良医療センター　ぽかぽか

奈良市七条2丁目789番地

生活介護
児童発達支援
放課後等デイサービス
重症心身障害児者を主な対象者とする多機能型通所支援

・送迎　　（有　　　・　　無）
送迎場所、地域（例→奈良市、生駒市、郡山市、二階堂養護学
校、都跡小学校）
　

・実費　　（有　　　・　　無）
実費内容について（例→生駒市のみ片道100円・おやつ代100
円/回）

電話/FAX

mailto:pandasa2@atlas.plala.or.jp


楽しい療育をモットーに、６領域に分けて活動を行っています。
雨の日でも、外で遊べるのびのびした広い空間を用意しています。中高校生の方には社会マナーや職業体
験のプログラムもあります。その他、個別対応など相談に応じて可能です。

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

開所時間 定休日（月間・年間休日）9：00～17：00 年末年始

定員 　１０名 新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談

対象年齢 児童発達支援　１～６歳　・　放課後等デイサービス　小学生～高校生　・　成人

障がい児通所支援事業所　紹介　２５

メールアドレス

０７４２－９３－４３９８／　ＦＡＸ　同じ

info@egao-shoeikai.co.jp

事業所名

住所

実施事業内容（その他サービス含）

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

えがお　奈良店

奈良市西大寺本町２-２０　　プラムキャッスルＳ-１　303号

児童発達支援・放課後等デイサービス
就労移行支援・就労継続支援Ｂ型

・送迎　　（有　　　・　　無）
送迎場所、地域（例→奈良市、生駒市、郡山市、二階堂養護学
校、都跡小学校）
　　奈良市・大和郡山市・生駒市・天理市・磯城郡・生駒郡・北葛
城郡

・実費　　（有　　　・　　無）
実費内容について（例→生駒市のみ片道100円・おやつ代100
円/回）

電話/FAX

mailto:info@egao-shoeikai.co.jp


児童発達支援事業
　　　・言語聴覚士による個別訓練
　　　・母子通園による集団療育

放課後等デイサービス
　　　・ＳＳＴ（ソーシャルスキルトレーニング）
　　　・学習指導

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

開所時間 定休日（月間・年間休日）
児童発達支援　9:00～14:55
放課後等　　　　15:00～19:00

土曜日・日曜日・祝日・お盆・年末年始

定員 児童：28名　　放課後：10名 新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談

対象年齢 児童：未就学児　　　　　放課後：小学生中心

障がい児通所支援事業所　紹介　２６

メールアドレス

電話　0742-26-3671　　ＦＡＸ　0742-26-2131

kododmosion@yahoo.co.jp

事業所名

住所

実施事業内容（その他サービス含）

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

一般社団法人大和伸進会
児童発達支援センターしおん

奈良市大宮町１-1-32　奈良交通第3ビル　２階

福祉型児童発達支援センター
放課後等デイサービス

・送迎　　（有　　　・　　無）
送迎場所、地域（例→奈良市、生駒市、郡山市、二階堂養護学
校、都跡小学校）
　

・実費　　（有　　　・　　無）
実費内容について（例→生駒市のみ片道100円・おやつ代100
円/回）

電話/FAX

mailto:kododmosion@yahoo.co.jp


・医療的ケアを伴わない障がいあるいは育ちの気になる未就学のお子さまを対象とした、療育や相談等を
　行う施設です。
・子どもたち一人ひとりの発達や特性に応じた集団での遊びや様々な活動等を通して、日常生活における
　基本的な動作や生活習慣の習得、集団への適応を促すなど、毎日の通園を繰り返すことで様々な経験を
　積み重ねていきます。
・月に２回、臨床心理士の先生がお見えになり、子どもたちの様子を見守り、相談等を受けて下さいます。
　子どもたちやご家族に寄り添う支援を提供します。
　
※遊びを通して、心と身体の発達を促していきます。
　　○生活習慣の習得（挨拶・食事・排泄・衣服の着脱・歯磨きなど）
　　○運動遊び
　　○感覚遊び
    ○リズム遊び　　　　など                               10：00～登園・朝の会
　　　　　　　　　　　　　　　                                  　11：00～午前の活動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11：45～昼食・歯磨き
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13：15～午後の活動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14：00～おやつ・帰りの会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15：00～降園
　
☆年間を通して、季節に応じた行事等も実施しております。（家庭訪問・母子通園・参観等もあります。）

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

開所時間 定休日（月間・年間休日）9：00～17：00
土・日・祝日・夏季休暇・年末年始等

（行事等についてはこの限りではない）

定員
30名

(年度内に60名定員予定）
新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談

対象年齢 就学前まで

障がい児通所支援事業所　紹介　２７

メールアドレス

TEL：0742-51-6667　　　FAX：0742-51-6695

narayamakai-kureyon@td5.so-net.ne.jp

事業所名

住所

実施事業内容（その他サービス含）

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

社会福祉法人ならやま会
児童発達支援センターくれよん

〒631-0052　　　奈良市中町500番地の１

通所支援（単独・毎日通園）および相談支援

※併行通園はできません

・送迎　　（有　　　・　　無）
  奈良市・生駒市・大和郡山市については送迎ルートに定めあり
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （通園バス）
　
　

・実費　　（有　　　・　　無）
　食費￥550/1食・おやつ込
                             （食事提供加算がつくとこの限りではない）
　行事・余暇活動等への参加に係る費用および施設協力費等
　

電話/FAX

mailto:narayamakai-kureyon@td5.so-net.ne.jp


障がい児通所支援事業所　紹介　２８

事業所名 アフタースクール風の谷

住所 奈良市東九条町771-3

電話/FAX 0742-81-8755　／　0742-81-8795

メールアドレス

実施事業内容（その他サービス含） 放課後デイサービス

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

・送迎　　（有　　　・　　無）
送迎場所、地域（例→奈良市、生駒市、郡山市、二階堂養護学
校、都跡小学校）
　

・実費　　（有　　　・　　無）
実費内容について（例→生駒市のみ片道100円・おやつ代100
円/回）
クリスマスパーティーやお誕生会の時　　　　　　　料金は随時連
絡

開所時間
平日　　　13：00～17：00
土日祝　　9：00～17：00

定休日（月間・年間休日） 正月３ケ日

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

アフタースクール風の谷では、楽しく体を動かし、集団行動に慣れてもらうために、月４回ダンスを行ってお
ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他にも生涯学習の習字や学習
支援を行っております。

定員 １０名 新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談

対象年齢 ６～1８歳の児童



実施事業内容（その他サービス含）

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

児童発達支援事業　らぶり

奈良市西木辻町３３－３

・送迎　　（㊒　　　・　　無） ただし無料
送迎場所、地域（例→奈良市、生駒市、郡山市、二階堂養護学
校、都跡小学校）
　　　らぶりから往復３０分以内

・実費　　（㊒　　　・　　無）
実費内容について（例→生駒市のみ片道100円・おやつ代100
円/回）
　　　　初期費用　　２００円
　　　おやつ代　　２０円／１回
　　　教材費　　　（例えば製作などの材料費）

電話/FAX

障がい児通所支援事業所　紹介　２９

メールアドレス

☎　０７４２－２４－１００５　／　FAX　０７４２－９５－６００７

labri@rainbow.plala.or.jp

事業所名

住所

・室内にボールプール、ブランコ、ロッククライミング、トランポリン、砂場、
　室外にはジャングル滑り台があり、遊具が充実している。

・すまいる保育園が隣接しているので、すまいる保育園で保育を受けながら、途中らぶりで療育を受　　ける
ことができる。

・近隣の保育園であれば、無料で保育園へ送迎している。

・お子様が１階で療育を受けている間、２階でお母様たちにくつろいでいただけるラウンジ有り。

・保育士の他に作業療法士も勤務している。

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

開所時間 定休日（月間・年間休日）9：00～17：00 日曜日・祝日・年末年始

定員 １０名 新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談

対象年齢 ０～６歳

mailto:labri@rainbow.plala.or.jp


実施事業内容（その他サービス含）

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

奈良YMCAことりクラブ

〒６３１ー０８２３　奈良市西大寺国見町２－１４－１

児童発達支援

・送迎　　（有　　　・　　○無）

　

・実費　　（○有　　　・　　無）
　　　　　　　おやつなどで予定

電話/FAX

障がい児通所支援事業所　紹介　３０

メールアドレス

0742-44-2291 / 0742-46-7563

nrbunkyo@naraymca.org

事業所名

住所

①奈良YMCAが長年培ってきたサポートプログラム、体育プログラム、音楽プログラムのノウハウを生かし、
子どもたちひとりひとりの発達課題に向き合ったきめ細かい支援を展開しています。とくに、広い体育館を
使った身体活動をプログラムに組み入れ、「からだ」と「こころ」のバランスのとれた発達を目指しています。
②スタッフ、講師は奈良YMCAスーパーバイザーの竹田契一先生（大阪教育大学名誉教授）や関西地区の
YMCAが合同で行う研修会に参加し、専門的な障がい児教育の研鑽を重ねています。
③地域支援の一環として、１８年前から毎年、「奈良YMCA発達障がい理解講座」を開催し、ひとりでも多く
の方々に発達障がいへの理解を高めていただくための活動に取り組んでいます。

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

開所時間 定休日（月間・年間休日）
月・木9:00～13:00

（2016年度は月～木9：00～17：00)
日祝・お盆・年末年始・春季

定員 10人/1日 新規受入 ○可　　・　　不可　　　・　　要相談

対象年齢 2～6歳（未就学児）

mailto:nrbunkyo@naraymca.org


ジョイでは集団生活の中で、仲間（友達）大切にし、人の喜びや痛みを分かち合える心を育み、善悪の判断
が出来る人間に育つと共に、一人ひとりの個性を伸ばすという理念で活動しています。また、お子様だけで
なく、保護者様にも安心して頂ける時間、空間作りを大切にさせて頂いております。プログラムは、月に１回
以上の季節感に応じたプログラム、その日のお子様に適した毎月のプログラム、長期休暇には遠足などの
プログラムを実施させて頂いております。

事業所PR（療育プログラムの紹介や事業所PRなど）

開所時間 定休日（月間・年間休日）10:30 土曜・日曜日（土曜は日中一時支援）

定員 １０名 新規受入 可　　・　　不可　　　・　　要相談

対象年齢 ６歳（小学校１年）～１８歳（高校３年

障がい児通所支援事業所　紹介　３１

メールアドレス

0742-70-1600　　　　ＦＡＸ0742-70-1600

joy.70.1700@gmail.com

事業所名

住所

実施事業内容（その他サービス含）

・送迎の有無（送迎地域）
・実費の有無

ＪＯＹ（ジョイ）

奈良市佐保台西町９８コートヒルズ101Ｂ－5

放課後等デイサービス、日中一時支援

・送迎　　（有　　　・　　無）
送迎場所、地域（例→奈良市、生駒市、郡山市、二階堂養護学
校、都跡小学校）
　

・実費　　（有　　　・　　無）
実費内容について（例→生駒市のみ片道100円・おやつ代100
円/回）

電話/FAX

mailto:joy.70.1700@gmail.com
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