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広島市西区
障がい児支援事業所

サービス内容

学校授業終了後や休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会と
の交流の促進など多様なメニューを設け、本人の希望を踏まえたサービ
スを提供します。

ご利用の流れ

まずは、事業所へ見学に行ってみましょう！
予約制の事業所がほとんどです。気軽に問い合わせてみましょう。事業
所の特徴・どんな療育をしているのか、空き状況等なんでも質問してみ
ましょう。
ご契約の流れは各事業所によって異なります。ご確認下さい。

※ご利用には「障害児通所支援受給者証」の申請が必要となります。
詳細は各区役所福祉課障害福祉係へお問い合わせ下さい。

対象年齢

小学１年生から高校３年生までのお子さんが対象です。

ご利用料金

ご利用料金の1割のご負担となりますが、世帯所得に応じて１か月のご
負担上限額が決まっております。（下記参照）
その他、事業所により食費・活動費等の実費のご負担が必要な場合が
ございます。

観音・福島町エリア

児童発達支援・放課後等デイサービス ひなた観音

広島市西区観音新町1-2-21-1F 082-208-2335 082-208-2336

感覚統合と自閉症支援を掛け合わせた支援を行っています。自閉症の特性を正しく理解し、その子だけ
の支援や準備を行い、自分で理解し活動できる力が身につくよう支援しています。どんなサポートがあれば
その子の力が充分に発揮できるかを一緒に考えていきます。

放課後等デイサービス キャンディ

広島市西区南観音町21-19-101 082-233-3355 082-233-3375

男の子利用９割の元気いっぱいのデイサービスです。創作活動や、体力作り、レクリエー
ションでは協力することや達成感を味わうことで、自信につなげるような活動をしています。
コミュニケーションの取り方も自然に覚えて余暇時間を楽しく過ごしています。

重症児デイサービス あすか

広島市西区南観音2-8-25
田中ビル1階 082-942-6335 082-942-6336

あすかに通うことで子どもたちは、外の世界に溢れているいいことをいっぱい見つけます。
私たちは、子供たちが見つけたいいことを、ご家族と共有し共に成長を喜びあう関係を
築いていきます。

己斐・西広島エリア

放課後等デイサービス エクシヴ広島

広島市西区己斐本町3-1-6 082-208-0522 082-208-0521

「自信をもって、自分を生きる」自信をもって社会に出ていく力をつけることを目標にしてい
ます。曜日毎に専門の講師を招いての療育プログラムでの集団活動を行っています。

発達支援フォーラムこい

広島市西区己斐本町1-25-11 082-533-7527 082-533-7528

一人ひとりの状況に合わせて感覚統合を図るようマンツーマンに近い形で支援を行ない、課
題の軽減、克服をめざし、できることを更に伸ばすことができるよう取り組んでいる。

Kids′D

広島市西区観音町14-9
進和ビル201号 082-297-1234 082-297-1233

当事業所はダウン症のお子さんがほとんどです。成長するにつれ、体重増加で悩まれる保護者の方が、
思ったより多くおられます。安全な運動器具も取り入れ、肥満傾向を少しでも防げるよう子ども達はがん
ばっています。

送迎あり

国基準の利用者負担額

生活保護世帯・市民税非課税世帯 0円

市民税課税世帯 市民税所得割28万円
未満

4,600円

市民税所得割28万円
以上

37,200円



中広・三篠・横川エリア

井口・草津・庚午エリア

児童デイサービス りらっくす中広

広島市西区中広町2-20-6-102 082-961-5940 082-961-5941

児童デイサービスばななん

広島市西区三篠町2-13-8
082-237-6640 082-237-6641

児童デイサービス ゆうゆう横川

広島市西区横川新町6-24
ラックビル1階 082-961-3393 082-961-3394

児童デイサービス りらっくす

広島市西区三篠町3-11-5-101 082-555-8350 082-555-8351

多機能型事業所の特徴を活かし、児童発達支援～放課後等デイへの切れ目のないサービ
スを提供できます。

こどもデイサービス・ちゅーりっぷ

広島市西区楠木町3-13-36
カルチェヴェールＥ棟3階 082-225-8800 082-537-0516

放課後等デイサービス マカナ

広島市西区楠木町4丁目9-4 082-236-6745 082-236-6749

どりーむランド

広島市西区楠木町1-16-10 082-296-3505 082-296-3506

放課後等デイサービス きらり

広島市西区天満町9-12
隆文堂ビル1階 082-291-1644 082-291-1644

一人ひとりの個性や困り感に寄り添いながら、それぞれのペースで自分らしく成長していくため
にスモールステップで個別支援を行います。日常的に保護者教育相談・カウンセリング、関連機
関（学校・医療機関等）と連携を取っています。

児童デイサービスいちごん

広島市西区三篠町2-17-15 082-238-6330 082-238-6331

一人ひとりが自分らしさを大切にしながら、自信や意欲に繋げ、その中で相手を思いやる気持
ち、優しさを育むとともに、頑張ったことをみんなで認め合い、育ちあえる場となるよう支援を
行っていきます。

将来の可能性に繋がる成長の支援を目指しています。
●主な活動内容…就労支援・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力の向上・SST・コグトレ（認知機能の
強化ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ）・外出活動等

私たちは、リラックスして安心感を得る土壌を作り、子どもたちの『自ら伸びる』力を信じて基礎
となる根っこが太く強くなるお手伝いをしたいと考えています。

土曜日、祝日は午前中より外出する事があり、季節のイベントにより楽しめる場所へおでかけします。スク
リーンもある為、映写会もでき、食育でお菓子や昼食も作ります。迎えは学校の下校時間に合わせて向
かいます。コミュニケーション向上を目標にしております。車椅子２台が乗車できる大型車があります。（リ
クライニングの車椅子も可）

子どもコミュニティを尊重し、多くの野外活動を通して人との関わり方を学ぶ場
として、活動をしています。

一人一人の個性を生かし、楽しいだけでなく「できる・できた」への喜びや自信、将来の
可能性に繋がる成長の支援を目指しています。個別支援だけでなく、集団活動での子
供たち同士の関わりも大事にしています。

放課後等デイサービス 桜っこNEWS

広島市西区庚午北3-21-5 1F
082-271-2200 082-271-2201

皆な楽しく、自主性を尊重して療育していく。

放課後等デイサービス オリーブ井口

広島市西区井口3-19-3 082-277-0103 082-277-0370

大きな建物に広い庭、夏には庭でプールや虫探しができます。のびのびと子どもら
しく過ごせる環境があります。療育には真剣に取り組みつつも、子どもと対等に向
き合うことを大切にしたとてもアットホームな事業所です。

りらっくす重症児デイサービスばんび

広島市西区井口台2-21-11 082-208-3496 082-208-3497

放課後では、時間が限られているので、時間内でできるような壁画制作、カレン
ダー制作を提供しています。お迎え時に、学校での様子を伺ったり、授業の取り組
みなどを聞き、参考にさせていただいています。

クォーレ田方教室

広島市西区田方2-14-7 082-507-0390 082-507-0391

ひとりひとりにぴったりの運動や学習で、子ども達の「できた！」を増やす支援を
行います。療育経験や障害に対しての知識が豊富で熱い思いを持った指導員が、子
どもたちひとりひとりの個性を見つけ、最大に伸ばしていく事に全力を尽くしてい
ます。

ＫＡＮＡＬ新井口

広島市西区草津新町2-4-19 082-208-5581

年中行事の取組を大切にしています。お正月、節分、夏祭り、収穫祭、ハロウィン、
クリスマス等の季節の行事を通じ、豊かな感性や情緒を育みます。

クォーレプレミオ井口教室

広島市西区草津新町2-18-15 082-279-9077 082-279-9078

ひとりひとりにぴったりの運動や学習で、子ども達の「できた！」を増やす支援
を行います。療育経験や障害に対しての知識が豊富で熱い思いを持った指導員が、
子どもたちひとりひとりの個性を見つけ、最大に伸ばしていくことに全力を尽く
しています。

児童デイサービス・イルカ

広島市西区庚午北2-17-4
船本ビル103号 082-507-1544 082-507-1545

障害種別、障害程度、年齢を問わず様々な子供達が集まります。集団の中で個々
の苦手分野を克服し、長所を活かし、社会一般的な礼儀や優しい心を育むことを
重視しています。

こぱんはうすさくら 庚午教室

広島市西区庚午中3-12-25 082-208-1825 082-208-1826

外国人講師による英語活動や、リトミック講師による音楽活動も行なっています。
「さくらにきて楽しかった！」という活動やコミュニケーションを大事にして取り
組んでいます。

こぱんはうすさくら 広島井口教室

広島市西区井口3-12-17
箕浦ハイツ1階 082-277-5585 082-277-5585

土・日・祝日も開所しています。小集団に複数の指導者が介入に入り、関わり方を伝えながらコ
ミュニケーション力を養います。「できた」という体験の瞬間を見逃さず、しっかり褒めて自己肯
定感を高めます。放課後、休日の居場所として「楽しかった」を大切にしています。

ＰＬＡＴＺ古江

広島市西区古江上1-719-3 082-274-7039 082-274-7039

年中行事の取り組みを大切にしています。お正月、節分、夏祭り、収穫祭、ハロ
ウィン、クリスマス等の季節の行事を通じ、豊かな感性や情緒を育みます。

桜っこ

広島市西区庚午南1-33-11-101 082-507-6151 082-507-6152

家庭的な雰囲気の中、お子様の持つ個性を活かします。丁寧に保護者の方との連携
のもと、取り組んでいきます。

井口児童スタークラブ

広島市西区井口鈴が台3-16-8
Ｍビル鈴が台101 082-275-5303 082-275-5304

Ｐｉｅｒ草津南

広島市西区草津新町2-4-20 082-277-5410 082-277-5410

年中行事の取組を大切にしています。お正月、節分、夏祭り、収穫祭、ハロウィン、
クリスマス等の季節の行事を通じ、豊かな感性や情緒を育みます。

コモンチャイルドケア

広島市西区庚午中4-15-35
080-2928-8215
(082-554-5210) 082-554-5215

SSTやビジョントレーニングで将来必要となる力を身に付けます。長期休暇や休日の外出プログラ
ムでは、普段経験できないような活動で楽しみながら学ぶことができます。共生型のため高齢者と
の関りもあります。

自分で考え行動できる人作りを目指しています。色々なイベントや活動を通して、
楽しく人と関わっていけるように支援していきたいです。

個性豊かな子どもたちの居場所作りをしています。フィードバックしながら自分
達で考える力を大切にしています。

放課後等デイサービス オリーブ井口トッカ

概ね１０歳ぐらいまでのお子さまへの療育に特化したプログラムを実施しています。
のびのびと子どもらしく過ごせる環境があります。療育には真剣に取り組みつつも、
子どもと対等に向き合うことを大切にしたとてもアットホームな事業所です。

広島市西区井口4-17-5 082-277-0103 082-277-0370

QoLe premio 横川教室

ひとりひとりにぴったりの運動と学習で、子どもたちの「できた！」を増やす支援を行っています。
「できた」を増やして毎日に笑顔を！療育経験豊富で熱い思いを持った先生が、子どもたち
ひとりひとりの個性を見つけ最大に伸ばしていくことに全力を尽くしています。

広島市西区横川新町9-20（1階） 082-503-1900 082-503-1901

コモンハウス

不登校のお子様や学校になじめない子の相談に乗りながら、生活スキルを身につけるためのプログラム、
学習支援を行っています。共生型の児童デイサービスであり、高齢者との交流もあります。

広島市西区楠木町1-12-3 080-9954-5030
（082-275-6721) 082-275-6725

児童デイサービス りらっくす商工センター

子どもたちの「できた！」を増やして良いところを伸ばしていきます！！

広島市西区草津浜町23-12 082-208-2735 082-208-2736

放課後等デイサービス イチバンボシ庚午

心と身体が緊張していると、いい療育もしっかりと吸収されません。イチバンボシでは各
療育を行う前にそれぞれに合わせたセルフケアによるリラクゼーションを行い“土台”を
整えた上で療育を行っています。

広島市西区庚午南2-5-14 082-942-2121 082-942-2101

エポック

広島市西区庚午中4-3-34 082-275-4718 082-507-5223

児童や保護者の方が抱える課題に取り組み、児童が自分らしく成長し、自立した生活ができるこ
とを目指す。療育内容や研修は、ご家族と協働で進めていく。
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広島市西区
障がい児支援事業所

サービス内容

日常生活における適切な習慣を確立するための基本的な動作の指導、社会生活への適応性を高めるような知識技能の付与、
集団生活への適応訓練などを行います。

対象年齢

0歳から小学校に入学される前のお子さんが対象です。

ご利用の流れ

まずは、事業所へ見学に行ってみましょう！
予約制の事業所がほとんどです。気軽に問い合わせてみましょう。
事業所の特徴・どんな療育をしているのか、空き状況等なんでも質問してみましょう。
ご契約の流れは各事業所によって異なります。ご確認下さい。

※ご利用には「障害児通所支援受給者証」の申請が必要となります。
詳細は各区役所福祉課障害福祉係へお問い合わせ下さい。

ご利用料金

年少から年長の子供さんは無償化の対象となります。０歳から未就園の子供さんはご利用料金の1割のご負担となります
が、世帯所得に応じて１か月のご負担上限額が決まっております。（下記参照）その他、事業所により食費・材料費等の
実費のご負担が必要な場合がございます。

※上限額については各区役所、実費部分は各事業所にお問い合わせください。

0円 0円

均等割のみ課税 1,250円

2,050円

4,450円

※13,050円

※17,200円

市民税　所得割28

万円以上
37,200円 ※37,200円

国基準の利用者負担額 広島市の利用者負担助成制度※未就学児のみ
生活保護世帯

市民税非課税世帯

市民税

所得割

28万円未満

4,600円 所得税額15,000円以下

所得税

非課税

所得税

課税

所得税額15,001円～40,000円

所得税額40,001円～70,000円

所得税額70,001円以上

所得割課税

生活保護世帯・市民税非課税世帯

市

民

税

課

税

世

帯

市

民

税

課

税

世

帯

※国と市の上限額を比較して、低額の方を適用します。※国と市の上限額を比較して、低額の方を適用します。



中広・三篠・横川エリア

児童発達支援事業所 りらっくす

広島市西区三滝町12-18

082-555-8788 082-555-8789

主に就園前、就学前のお子さまを対象に、初めての集団生活として４時間の療育
を提供しています。ひとりひとりのペースを大切にしながら、「運動」「工作」「食事」
「排泄」「お友だちとの関りやルール」の練習を通して、“できた”“やってみたい”とい
う意欲的な気持ちを引き出していきたいと思っています。

児童デイサービスりらっくす 中広西

広島市西区中広町2-14-17-101

082-208-2378 082-208-2388

保護者様が安心して気軽に職員や保護者様同士で情報交換が出来る場として送迎
時だけでなく、茶話会の提供を行っています。さらにお子さまのその日の様子が分か
るようにインスタグラムをアップしています。

児童デイサービスりらっくす

広島市西区三篠町3-11-5-101

082-555-8350 082-555-8351

多機能型事業所の特徴を活かし、児童発達支援～放課後等デイへの切れ目
のないサービスを提供できる。

クォーレプレミオ中広教室

広島市西区中広町1-11-4-101

082-532-9010 082-532-9011

ひとりひとりにぴったりの運動や学習で子ども達の「できた！」を増やす支援を行い
ます。療育経験や障害に対しての知識が豊富で熱い思いを持った指導員が、子
どもたちひとりひとりの個性を見つけ、最大に伸ばしていくことに全力を尽くしていま
す。

井口・草津・庚午エリア

こぱんはうすさくら 広島井口教室

広島市西区井口3-12-17箕浦ハイツ1階

082-277-5585 082-277-5585

土・日・祝日も開所しており、クッキングや外出といった社会体験を取り入れています。
小集団に複数の指導者が介入に入り、子ども同士で「楽しく遊べた」といった体験を積
み上げます。見通しが立ちやすいよう視覚支援にも力を入れています。

りらっくす重症児デイサービスばんび

広島市西区井口台2-21-11

082-208-3496 082-208-3497

安心・安全に過ごせる事業所を目標としています。季節の行事や遊びを通して、
いろいろな思い出作りを一緒に出来たらと思っています。

児童デイサービス りらっくす井口台

広島市西区井口台2-23-32-204号

082-277-1112 082-277-1113

就学に向けて力を養うために、個別課題や集団療育を通じて「できた」という成功体験
を積み重ね、自己肯定感を高めると共に、机に向かう習慣、意欲を身に付けられるよ
うに取り組んでいます。

コぺルプラス 古江教室

広島市西区庚午中3-5-15ビオラ庚午102号

082-507-2017 082-507-2012

豊富な教材を使って、一人一人に合わせた個別療育を行っています。子ども達が
持っている無限の可能性を引き出し、自ら行動出来るようサポートしています。保護
者様との振り返りや他機関との連携も大切にしています。

こぱんはうすさくら 庚午教室

広島市西区庚午中3-12-25

082-208-1825 082-208-1826

トイレ、食事に関する日常生活の動作を学び、友達と上手にコミュニケーションが
とれるよう小集団に複数の指導者が仲介に入り、「楽しく遊べた」経験を積み上げ
ています。

コモンチャイルドケア

広島市西区庚午中4-15-35

080-8989-7778 
(082-554-5210 )  

082-554-5215

個別プログラムや遊びを通して、ことばや日常動作のトレーニング、ＳＳＴ等を行います。
就学準備として平仮名や数字のプログラムも用意しています。共生型児童発達支援
のため、高齢者との交流もあります。

観音・福島町エリア児童発達支援事業所 ぐろうさぽーと

広島市西区観音本町1-7-7

082-233-5670 082-533-7300

〝できた″という成功体験を一つひとつ積み重ね「できる！」という自信を身につ
け自己肯定感を高めていくことができるよう支援していきます。
就学前の成長期に必要なからだづくりやSSTやコミュニケーションスキルのトレー
ニングにも取り組んでいます。

重症児デイサービス あすか

広島市西区南観音2-8-25田中ビル1階

082-942-6335 082-942-6336

あすかに通うことで子どもたちは外の世界に溢れているいいことをいっぱい見つ
けます。私たちは子どもたちが見つけたいいことをご家族と共有し共に成長を喜
びあう関係を築いていきます。児童発達支援・放課後等デイサービス ひなた観音

広島市西区観音新町1-2-21-1F

082-208-2335 082-208-2336

感覚統合と自閉症支援を掛け合わせた支援を行っています。自閉症の特性を正
しく理解し、その子の為だけの支援や準備を行い、自分で理解し活動できる力が身
につくよう支援しています。どんなサポートがあればその子の力が充分に発揮できる
かを一緒に考えていきます。

送迎あり

児童発達支援センター エポック幼稚舎

広島市西区庚午中4-3-34

082-507-5222 082-507-5223

発達障害に関する知識と経験豊富なスタッフが保護者と協力しながら、本人の
強みを活かし、理解しやすく学びやすい支援を行なう。

児童発達支援事業所 ぐろうさぽーと天満

広島市西区天満町19-7 クリエイトビル２階

082-232-7077 082-232-7078

〝できた″という成功体験を一つひとつ積み重ね「できる！」という自信を身につ
け自己肯定感を高めていくことができるよう支援していきます。
就学前の成長期に必要なからだづくりやSSTやコミュニケーションスキルのトレー
ニングにも取り組んでいます。

ゆめラボ観音教室

広島市西区観音町9-22

082-533-6383 082-533-6385

ゆめラボ観音教室は、個別療育を行っています。TEACCHプログラムを取り入
れた支援を行っています。個別療育なのでお子さまの課題に合わせた支援が
可能です。０歳～６歳までの受給者証をお持ちの方でしたら、すぐにご利用が
可能です。随時体験・見学が可能です。


