三田市内の障害児通所支援事業所一覧表

令和 3 年 4 月現在（再）

① さくらこどもセンター

②児童発達支援センター

「ケイキマナスクール」
「さくらっ子クラブ」

ぞうさんの足音

「ケイキマナスクール」では、
摸倣力・知覚・目と手の協調等を
養う課題学習や体のバランス機能トレーニング、TEACCH
プログラムにもとづく早期幼児教育を行います
「さくらっ子クラブ」では、物作り隊・森の探検隊・外遊
び隊・買物学習等を通して集団行動、社会性を養います。
ビジョントレーニング・体のバランス機能トレーニング
DAY を設けております。

⑥ハッピーテラス

⑦さんだ子ども発達支援センター
「かるがも園」

将来自立した大人の生活を送るために
一番大切な、コミュニケーション力を、
アプローチ法にこだわらず、一人一人の特性や課題を考えた
プログラムで楽しく学んで身につけます。
自己肯定感を高め、自信を持てるようにし、いろいろなこと
にチャレンジする勇気を育てます。
実験、プログラミング、英語や工作など楽しいイベントもい
っぱい。就労に向けてのプログラムも開催します。得意をさ
らに伸ばし、苦手なことも楽しみながら克服できるプログラ
ムで自立をめざします！

「ぞうさんの足音」は、ABA
(応用行動分析)の理論に基づき、
個別療育(DTT)と集団療育(PRT)を行っています。
また、運動 EX、vision tr、手指 EX、SST などのトレー
ニングや発達状況を把握するため発達検査も実施してい
ます。私たちと親御様が力を合わせ、お子様の健やかな
発達を支援していきます。

「すくすく教室」
・
「たけのこクラブ」
「かるがも園」では、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
による専門的な個別療育訓練と、豊かな人間性を育くむため
の小集団での保育を行い、発達の基礎づくりを行います。
「すくすく教室」や「たけのこクラブ」では親子通園や単独
通園により、保護者支援と小集団での療育を行います。

⑨リハビリ発達支援ルーム

⑧放課後デイゆりのき

ＵＴキッズ三田
④ユニバーサルスクール

「放課後デイゆりのき」では、ここに
しかないほっとできる安心感を子ども
達に実感してもらい、職員と共に笑顔
あふれる癒しの空間を作ります。子どもたちと 戯れコミュニ
ケーションをとりながら、失敗したり落ちこんだりしても立
ち直ることのできる力「しなやかな心」の育成に重点を置いて
います。ご家族の方と協力しながら、将来の自立への道を共に
一歩ずつ歩んでいきます。健康な体つくり心つくりに取り組
んでいます。

「武庫が丘校」
「三田本町校」保育所等訪問支援

③三田わくわく村
子どもたちの大切な居場所の
ひとつとなるように、安心して
利用できる環境づくりを心掛けています。
遊びや日中活動の中で約束やルールを学びながら楽しく過
ごせるような支援を行い、ともだちとの関わりを通してより
よい関係性やコミュニケーションが図れるようにサポートし
ています。
また季節感を味わえるような外出活動を計画し、たくさん
の経験をすることで生活の幅が広がり笑顔あふれる 1 日を
過ごしていただきたいと考えています。

・個別のレッスンでパソコンスキルが身につく！
・タブレットを使って楽しく学習支援！
・英語・ダンス・ピアノ・スケボーなど２０以上の療育から選
べます。
・元プロ野球コーチによる基礎トレーニングで体力アップ！
・ビジョントレーニング・認知トレーニングで学習のつまずき
を改善します！
・ピアノ演奏に合わせての楽器演奏・レッスンができます。
などなど豊富な療育で、一人ひとりの能力を伸ばします。楽し
い！！がいっぱいのスクールです。

⑩障害児者デイサービス
だんだん
主に重症心身障害児を対象とした
放課後等デイサービスであり、看護師が常駐していますの
で、医療的ケアが必要な方や、最重度の障害をお持ちの方で
も安心してご利用していただけます。
支援の基本的な考え方としましては、利用者お一人おひと
りの「幸せに生きる力」を育みたいと思っています。そのた
めに、コミュニケーション、感受性、自尊感情を大切にして
まいります。

これらの事業所を利用するためには、相談支援事業所でサ
所では、一人ひとりの子どもに合った利用計画を、相談支援
専門員が保護者と一緒に考えます。詳しくは、三田市障害福
「ふぁんふぁん」では、家庭的な
環境の中で子どもたち一人ひとり
の個性を大切にし、ゆったりとした時間を一緒に過ごして
います。又、遊びの中で社会生活のルール・マナーの向上
を目指します。（トランプ等のカードゲームやボードゲー
ム等）学校がお休みの日には外遊びを取り入れストレス発
散の方法等も一緒に考えていきたいと思います。

①
②

ぞうさんの足音

所在地

すでに受給者証をお持ちの方は、担当の相談支援事業所の
相談支援専門員に新たな事業所を利用したいことを相談し、
①

必要な手続きをしてください。
三田市障害福祉課 TEL：079(559)5075

児童発達支援（未就学の乳幼児対象）
電話
FAX
送迎

三田市天神 2-11-6 078-331-3200
すずかけ台 1-12
生涯発達センター
「まんかい」３F

564-7785

558-7903
556-7731

×
×

⑤

ふぁんふぁん

対中町 15-16

565-1311

565-1317

○

⑦

かるがも園

井ノ草 808

568-1626

560-7133

○
要相談
要相談

⑨

リハビリ発達支援ルーム
UT キッズ三田

すくすく教室
たけのこクラブ

南ヶ丘 1-54-27

559-6599

を行っています
落ち着かない、不器用、集団になじめない、勉強が苦手な
どの困り感に対し、科学的根拠に沿った支援を提案しま
す。

みんなの好きな音楽を通して、
言葉の代わりに音でコミュニケー
ションをとります。
歌を唄い、楽器に触れ、様々な楽器とのアンサンブルで療育を
進めていきます。
保護者の方と一緒に音楽を楽しみ、心と身体で音楽を感じる
体験で集中力を養います。
私たちと一緒に音楽に触れることで、自分自身と他者との役
割を自然に理解し学びます。
音楽をすることで、様々な体験をし、一人ひとりの個性を大切
に、ゆっくりと日々を積み重ねていきたいと思っています。

祉課までお問い合わせください。

FAX：079(562)1294

事業所名
さくらこどもセンター
「ケイキマナスクール」

UT キッズ三田では感覚統合療理論を中心とした個別療育

⑪ピアチェーレ

ービス等利用計画を作成する必要があります。相談支援事業

⑤ふぁんふぁん

～「にじ」のように輝く未来を～

559-6598

×

＊「さくらこどもセンター」は篠山市でも行っています。
（さくらエリクソンスクール）

月～水・金
土
月～金

開設日時
12:00～15:00
9:00～12:00
8:30～14:30

対象
2 歳半から
要相談
1 歳半から
要相談

三田市天神
2-11-6

放課後等デイサービス（小学生～高校生対象）
電話
FAX
送迎
月～水・金
要相談
078-331-3200 558-7903
土

ぞうさんの足音

すずかけ台 1-12
生涯発達センター
「まんかい」３F

564-7785

556-7731

×

③

三田わくわく村

大原 1546-5

564-0909

564-8500

○

ユニバーサルスクール

武庫が丘 3-2-1

558-7884

558-7894

相生町 19-8

555-6553

555-6558

④

(通称武庫が丘校)
ユニバーサルスクール三田本町校

要相談

⑤

ふぁんふぁん

対中町 15-16

565-1311

565-1317

○

⑥

ハッピーテラス

高次 1-3-16-101

555-6161

555-6162

要相談

放課後デイゆりのき

ゆりのき台 2-1-3

506-1226

506-1226

○

南ヶ丘 1-54-27

559-6599

559-6598

×

上井沢４５-１

550-9059

550-9060

○

長坂 623‐21
関山組ビル 1 階

506-5600

506-5601

×

3 歳から
要相談

⑧

月～金

0 歳から

⑨

3 歳未満は
要相談

⑩

月～水 金～土 9:00～12:00

所在地

②

月～金
10:00～14:00
（土日祝は 9:00～13:00）
9:30～15:30

事業所名
さくらこどもセンター
「さくらっ子クラブ」

⑪

リハビリ発達支援ルーム
UT キッズ三田
障害児者デイサービス
だんだん
ピアチェーレ

月～金

開設日時
15:00～18:00
13:00～16:00
15:00～17:30

月～金 9:00～17:00
8:30～9:00、17:00～18:30 の延長可能

月～金
土日
長期休暇

14:00～18:00
10:00～16:00
9:30～16:00

月～金
14:00～18:00
土日・祝日・長期休暇 9:00～17:00
月～金
13:30～19:30
土・長期休暇
9:00～17:00
月～金
14:00～17:30
土・祝日・長期休暇 10:15～17:15
月火水金 14:00～18:00
土
13:00〜16:00
月～金 13:00～17:00(送迎なしは 12:00～18:00）
長期休暇：平日 10:00～17:00(送迎なしは 9:00～18:00）
月・火・木・土・日（祝日も営業）
10:00～17:00

