
児童発達支援

放課後等デイサービス

9

学校就学前の通所利用の障がい児に対する支援
を行う身近な療育の場です。

学校就学中の障がい児に対して、放課後や夏休
み等の長期休暇中において、生活能力向上のた
めの訓練等を継続的に提供します。

ILIS CLUB 泉佐野

放課後等デイサービスすばる

①

②

あいりすくらぶいずみさの

ほうかごとうでいさーびすすばる

泉佐野市長滝 281-5

泉佐野市高松北 1-2-40
GH ビル 1F 102

南海本線泉佐野駅より
徒歩 20 分

南海本線泉佐野駅より徒歩1分

全日　10:00～17:30

月～金　11:00～18:00
土曜・長期休み・振替休日　
            10:00～17:00

072-468-6973

072-458-0210

Tel

Tel

アクセス

アクセス

定員

定員

利用日・時間

利用日・時間

お問い合わせ

お問い合わせ

072-468-6983

072-458-0211

izumisano@ilisclub.com

http://subaru8.org/
info@subaru8.org

事業所種別

事業所種別

運 営 主 体

運 営 主 体

放課後等デイサービス／児童発達支援

放課後等デイサービス

株式会社アイリス

NPO 法人かがやき

url

Fax

Fax

Mail

url
Mail

map P.19 E-4

map P.18 D-4

【事業所からのコメント】
1 人ひとりの個性や特性を大切
に支援を行っています。集団プ
ログラムでは運動や音楽療法、
園芸活動など行っています。個
別の課題にも取り組めるように
個室もあります。おやつ作りや
季節感を取り入れた制作活動など

「自分でできた」「もっとやりた
い」という気持ちをサポートでき
る環境作りを行っています。随
時、見学や問い合わせを受付し
ております。

【事業所からのコメント】
すばるは、１人ひとりの個性や
可能性を大切にしながら豊か
な人間性を育む施設です。季
節の制作やクッキング、運動、
音楽遊び等の経験を重ね、子
どもたちの「できた！ 楽しい！ 
またやってみたい！」を応援し
ます。新しい可能性を伸ばし、
将来の社会参加に向けての取
り組みを行っています。 送迎
時間はご家庭の状況に合わせ
てご相談します。 見学・体験
は随時受け付けております。

10 名

10 名

日
に っ

中
ち ゅ う

過
す

ごす

日中過ごす小学生利用可乳児利用可 幼児利用可 中学生利用可 高校生利用可

アスレチッククラブこっとん③
あすれちっくくらぶこっとん

泉佐野市新安松 1-4-16

南海本線羽倉崎駅より
徒歩 10 分

火・木・金　10:00～12:00
及び16:00～18:00
水　13:30～17:30
土・長期休み　9:00～11:00
及び14：00～16：00

072-425-0843Tel

アクセス

定員

利用日・時間

お問い合わせ

072-425-0845

事業所種別
運 営 主 体

放課後等デイサービス／児童発達支援
一般社団法人 SEED

Fax

map P.18 C-5 【事業所からのコメント】
こっとんは、3 ～ 12 歳 児を
対象とした運動療育施設です。
多彩な運動遊具を用いた感覚
統合や、月替わりのサーキット
運動・集団リトミックを通じて、
身体機能・バランス感覚の向
上はもちろん、「ルールの理解」

「見る」「聞く」「待つ」「切り
替える」「コミュニケーション」
などの生活・学習の基礎となる
力を育みます。1 日無料体験・
見学は要予約。10 名

info@seed214.com
http://www.seed214.com/

Mail
url



放課後等デイサービスぴあ～ちぇ⑦
ほうかごとうでいさーびすぴあーちぇ

泉佐野市上之郷 2221-1

JR阪和線長滝駅より徒歩10分
いずみさのコミュニティー
バス（南回り）中村下車すぐ

月～土、祝日、長期休み
　　　　10:00～18:00

072-477-4999Tel

アクセス

定員

利用日・時間

お問い合わせ

072-477-4999
piace3.wixsite.com

事業所種別
運 営 主 体

放課後等デイサービス／児童発達支援
株式会社ひなた

Fax
Mail

map P.21 M-2 【事業所からのコメント】
障がい者（児）の施設にて、
20 年の経験を積んだスタッフ
が、子ども達一人ひとりの個性
に応じた支援を行います。学校・
家族・ぴあ～ちぇのスタッフの
輪の中で、学び成長していた
だくお手伝いを致します。個々
に合わせた課題、表現遊び、土・
祝日での買い物・クッキング、
季節に応じた行事や遊びの中
で色々な体験を通して成長して
頂けます。当所は、フルフラッ
トですので、車イスの方もご利
用頂けます。

10 名

10

いいね放課後等デイサービス

ハピスポ泉佐野

泉佐野市立児童発達支援センター にじいろの木　
児童発達支援事業 木馬園

⑤

⑥

④
いいねほうかごとうでいさーびす

はぴすぽいずみさの

いずみさのしりつじどうはったつしえんせんたー にじいろのき　じどうはったつしえんじぎょう もくばえん

泉佐野市長滝 3839-1

泉佐野市南中安松 749-1　
1 階

泉佐野市南中安松 1548

JR阪和線長滝駅より
徒歩20分

JR阪和線長滝駅より徒歩18分

南海本線羽倉崎駅より
徒歩 20 分

月～金　13:00～17:00
土曜・長期休み10:00～16:00

月～金　13:00～17:00
土曜・長期休み・祝日　
　　　　10:00～16:00

月～金　9:20～15:00

072-465-1171

072-465-7773

072-465-2800
Tel

Tel

Tel

アクセス

アクセス

アクセス

定員

定員

定員

利用日・時間

利用日・時間

利用日・時間

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

072-465-1172

072-465-7774

072-465-2800

http://iine.moo.jp
iine-houkago@eagle.ocn.ne.jp

hapisupoizumisano@
juno.ocn.ne.jp

事業所種別

事業所種別

事業所種別
運 営 主 体

運 営 主 体

運 営 主 体
放課後等デイサービス / 児童発達支援

放課後等デイサービス

児童発達支援
いいね合同会社

株式会社シンシア

泉佐野市

Fax

Fax

Fax

url
Mail

url

map P.19 E-6

map P.21 M-1

map P.18 C-6 【事業所からのコメント】
いいね放課後等デイサービスで
は、英語遊び、リズム体操、マ
ナー学習等を通して楽しみなが
らコミュニケーションや社会の
ルール等が身に付くよう、支援
を行っています。子ども達の心
や個性を大切に、将来自信を持っ
て社会生活を送れるようになる
事を目指しています。子ども達
一人ひとりの「いいね！」が沢山
見つかるよう、保護者と一緒に
歩んでいきたいと考えています。
見学、体験は随時受付中です。

【事業所からのコメント】
ハピスポでは障がいだけでな
く一人ひとりの個性ややりたい
ことに合わせ、子ども達の得
意なことを伸ばす支援をします。

「できた！」という体験を重ね
ることで、他の事へも関心が
向く環境を整えます。仲間との
関わりの中で、自分自身の存
在が大切にされるという経験
が大切だと考えています。将
来を見据えて小学生～高校生
まで個々に合わせたプログラ
ムをおこないます。（SST・就
職プログラム・子ども企画）

【事業所からのコメント】
木馬園では、子どもの発達上
の育ちについて考えたり、保
護者と共に療育を進めながら子
どもに合った支援の方法を行う
事で、成長発達を促します。
主には、基本的生活動作を習
得することや、一人ひとりの子
どもが大人や友だちの中で自
分の思いを出しながら、「楽し
いな。またしたい。」と思える
遊びを大切にし、その子自身
のペースで伸びていくことを目
指します。

10 名

10 名

45 名

日中過ごす 障害者用トイレ エレベーター スローブ有 送迎有



日中過ごす小学生利用可乳児利用可 幼児利用可 中学生利用可 高校生利用可

たじりこころ園⑧
たじりこころえん

泉南郡田尻町嘉祥寺 883-1

南海本線吉見ノ里駅より
徒歩10分

児童発達支援
月～金　9:00～17:00
放課後等デイ
月～金　9:00～17:00

072-468-8601Tel

アクセス

定員

利用日・時間

お問い合わせ

072-468-8681
winc.npo@gmail.com
http ://wincnpo.wix .
com/kokoro

事業所種別
運 営 主 体

放課後等デイサービス／児童発達支援
特定非営利活動法人  地域福祉創造協会  ウインク

Fax
Mail
url

map P.20 K-5 【事業所からのコメント】
知的障がい、運動発達の遅れ
や自閉症などの発達障がいが
ある子ども達に対して、将来
一人ひとりが持っている力を発
揮しながら社会生活を営んで
いける事を目指して指導・訓
練を行っています。当園の指
導は応用行動分析の原理を用
いたプログラムを活用していま
す。また PT・OT・ST の個別
及び集団で行う訓練、臨床心
理士の発達相談を定期的に行
い、子ども達一人ひとりに適し
た方法を考え実施します。

10 名

ケアキッズ

オリオリ

⑨

⑩

けあきっず

おりおり

泉佐野市鶴原 1856

泉佐野市大西 1-13-14
青葉ビル 2F

南海本線鶴原駅より徒歩 3 分

南海本線泉佐野駅より徒歩5分

児童発達支援
月～金10：00～15：30
土曜・祝日10：00～17：00
放課後等デイサービス
月～金学校終了時間～17：00
土曜・祝日・長期休み
10：00～17：00

（各利用時間、延長支援あり）

月～金13:30～18:30
土曜・長期休み10：00～17：00
時間帯相談可能

072-458-6611

072-425-2215

Tel

Tel

アクセス

アクセス

定員

定員

利用日・時間

利用日・時間

お問い合わせ

お問い合わせ

072-458-6612

072-425-2215

daykids@crux.ocn.ne.jp

llc.okita@gmail.com
http://olioli.webcrow.jp/

http://aoitsubasa.jp/

事業所種別

事業所種別

運 営 主 体

運 営 主 体

放課後等デイサービス／児童発達支援

放課後等デイサービス

デイキッズ株式会社

合同会社大北

Fax

Fax

Mail

Mail
url

url

map P.19 G-2

map P.18 C-4

【事業所からのコメント】
障がいを持った子供達や、発
達に不安のある子供達に普通
にある日常の生活体験や野外
活動、集団生活を通じて友達
との関わり方、自立を目的とし
た療育・支援をご家庭とともに
一緒に考えサポートしていきた
いと思っています。

【事業所からのコメント】
オリオリはうれしい楽しいを
モットーに障がい児、者の両親
が中心となり運営しています。
☆おやつ代 0 円♪
☆土曜日昼食代 0 円♪
☆元支援学級 16 年のベテラン
の先生が宿題も見てくれます♪
地域、各方面との関わりも深
く色々な人々との交流を行って
います。
オリオリ専属の専門の外部相
談支援者による療育相談会を
行っています。

10 名

10 名

11

放課後等デイサービス青いつばさ⑪
ほうかごとうでいさーびすあおいつばさ

泉佐野市若宮町 7-13
田端ビル 3F

南海本線泉佐野駅より
徒歩 4 分

月～日、祝日10：00～18：00

072-468-9953Tel

アクセス

定員

利用日・時間

お問い合わせ

072-468-9954

事業所種別
運 営 主 体

放課後等デイサービス／児童発達支援
株式会社さたき

Fax

map P.18 D-4 【事業所からのコメント】
青いつばさは未就学児童（児童
発達支援）から 18 才（放課後等
デイサービス）までの重症心身障
がい児の方を対象とした事業所で
す。放課後や長期休暇中に「遊ぶ」

「日常生活」などアットホームな
雰囲気の中で楽しんで頂き、特
に医療的ケアの面では経験豊か
な看護師が医師と連携し、安全
かつ安心してご利用頂けるように
つとめています。ST 等の機能訓
練も実施していますので、ご見学
お待ちしております。

5 名



放課後等デイサービスラビット

放課後等デイサービスりーふ

⑬

⑭

ほうかごとうでいさーびすらびっと

ほうかごとうでいさーびすりーふ

泉佐野市新安松 2-2-37

泉佐野市日根野 415

南海本線羽倉崎駅より
徒歩12分

JR阪和線日根野駅より
徒歩30分
大阪府立佐野支援学校より
徒歩1分

月～金 11：30～17：30
土・祝・長期休み 10：00～17：00
第3日曜日 9：30～15：30

月～金10:00～17:00
土曜・日曜・祝日・長期休み
10：00～17：00

072-468-7009

072-467-1855

Tel

Tel

アクセス

アクセス

定員

定員

利用日・時間

利用日・時間

お問い合わせ

お問い合わせ

072-468-7106

072-467-1880
info@leaf-day.com

rabbitcomparny@outlook.jp

http://leaf-day.com

https://happy-rabbit.jp/

事業所種別

事業所種別

運 営 主 体

運 営 主 体

放課後等デイサービス／児童発達支援

放課後等デイサービス

株式会社ラビット

株式会社土原造園

Fax

Fax
Mail

Mail

url

url

map P.20 L-1

map P.21 O-2

【事業所からのコメント】
ラビットでは、よさこいを通じ
て地域との繋がり、近隣の山
や川、海、畑、公園など、野
外活動の中で、自然を身体で
感じ遊びの中で学ぶことを大切
にしています。それと共に、集
中力トレーニングや個別療育を
取り入れ、個々の得意を延ば
していくことも大切だと考え実
践しています。「できる」を増
やし自信と興味を持ち色々な経
験の中で社会に出るための準
備を一緒に重ねていきたいと考
えています。

【事業所からのコメント】
りーふは、お子様の得意な事
は、もっと得意に、苦手な事
は少しずつ克服出来るよう、
お子様一人ひとりのペースに
合わせ寄り添いながら取り組
んでいます。そして友達との
交流場所として、安心、安全
にご利用いただけるように努
めております。 見学・体験も
随時受付中です。

10 名

10 名

放課後等デイサービスめーぷる⑮
ほうかごとうでいさーびすめーぷる

泉佐野市日根野 584

JR 阪和線日根野駅より
徒歩 30 分

月～金13：00～17：00
土曜・日曜・祝日・長期休み
10：00～17：00

072-493-2335Tel

アクセス

定員

利用日・時間

お問い合わせ

072-493-2336
info@maple-day.com
http://maple-day.com

事業所種別
運 営 主 体

放課後等デイサービス
株式会社 Leaf

Fax
Mail
Mail

map P.21 O-3 【事業所からのコメント】
めーぷるは、自然に囲まれた
環境のなか、子どもたちがの
びのびと身体を使って外あそ
びを楽しむことができます。ま
た室内は明るく、のんびりと
ゆっくりできる空間であり、クッ
キングや社会体験、レクリエー
ションなどの取り組みも行って
います。一人ひとりのペースに
あわせて支援し、いろいろな
経験やあそびを通し、みんな
で友達の輪を広げていきます。

10 名

良心地⑫
いごこち

泉佐野市南中安松 1281-5

南海本線羽倉崎駅より
徒歩15分

火～金 13：00～17：30
土・祝・長期休み10：30～17：30

072-465-3114Tel

アクセス

定員

利用日・時間

お問い合わせ

072-465-2183
igokochi0701@yahoo.co.jp

事業所種別
運 営 主 体

放課後等デイサービス
合同会社いごこち

Fax
Mail

map P.18 C-6 【事業所からのコメント】
良心地では、子ども達が得意
な遊びやお手伝いの中から、
褒められる喜びや自信が得られ
るように、目標を立て支援して
います。 同時に苦手な事にも
向き合って成長していって欲し
いと考え、環境作りをしていま
す。 子ども達がどうすれば地
域で暮らしやすくなるのか、ど
うすれば居心地の良い場所が
増えるのか、自力で生きてい
く知恵を少しずつでも獲得して
いって欲しいと考えています。

10 名

障害者用トイレ エレベーター スローブ有 送迎有12



小学生利用可乳児利用可 幼児利用可 中学生利用可 高校生利用可

あなたが宝モノ・泉佐野教室 まいるーむ放課後こども教室ジャンプ

キャンパスラビット

⑯ ⑰

⑲

あなたがたからもの・いずみさのきょうしつ まいるーむほうかごこどもきょうしつじゃんぷ

きゃんぱすらびっと

泉佐野市上瓦屋 687-1　
松浪ビル 3Ｆ

泉佐野市上瓦屋 661-2
リヒトビル 1Ｆ

泉佐野市新安松 2 丁目 2-37-1

南海本線井原里駅より
徒歩10分

南海本線井原里駅より
徒歩15分

南海本線羽倉崎駅より
徒歩12分

月～金12：00～18：00
土・長期休日10：00～16：00
休日：日曜日・祝日

月～金13:30～17:30
土・祝10：00～16：00

月～金（1枠）17：30～19：00（2枠）19：30
～21：00　土曜日（1枠）10：30～12：00

（2枠）14：00～15：30

072-463-1203
072-462-7566

072-442-8112

Tel
Tel

Tel

アクセス アクセス

アクセス

定員
定員

定員

利用日・時間 利用日・時間

利用日・時間

お問い合わせ
お問い合わせ

お問い合わせ

072-463-1202
072-462-7566

072-468-7106
kids@happy-rabbit.jp

info@anataga-takaramono.com

https://happy-rabbit.jp/
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【事業所からのコメント】
運動学習コース、運動コース、
個別コースがあります。各コー
スで、コミュニケーション力を
を養うためのプログラムを設定
しています。協調運動、ＳＡＱ
トレーニング、眼球運動や視
知覚トレーニングなどの脳機能
トレーニングを通して「やって
みたい！」という挑戦心や「で
きた！」という達成感、「一緒に！」
という協調心を育みます。そし
て、子ども達が将来、集団の
中で生きる力を身につけていき
ます。

【事業所からのコメント】
大人になった時に必要な社会
性を作業学習や運動・食育を
通した集団活動の中から身に
付け、自立を目指した成長を
サポートします。

【事業所からのコメント】
キャンパスラビットでは、 中
高生を対象に、1 枠 90 分で
最大 6 人までの少人数クラス
で「子どもの特性に合わせた
学習指導」を行っております。
進学や学校の授業についてい
けない子どもに合わせたプロ
グラムで支援し学習を中心に
コミュニケーション能力や社会
性等「生きる力」を身につけ、
自立する力を持つことを目指し
ています。

15 名
10 名

10 名

児童発達支援・放課後等デイサービス　ぴんくイルカ⑱
じどうはったつしえん・ほうかごとうでいさーびす　ぴんくいるか

泉佐野市市場西 3 丁目 10-7　
アーバンウェルネス 2 階 202 号室

南海本線泉佐野駅より
徒歩 7 分

月～土10：00～17：00

072-477-0039Tel

アクセス

定員

利用日・時間

お問い合わせ

072-477-7088
pinku-iruka@jcom.zaq.ne.jp

事業所種別
運 営 主 体

放課後等デイサービス / 児童発達支援
合同会社みらい

Fax
Mail

map P.21 O-3 【事業所からのコメント】
令和元年 12 月オープンのぴ
んくイルカです。 名前の意味
のようにみんなに幸せを届ける
ことができる場所を目指してい
ます。学習のほかに和太鼓や
空手・ダンス・水泳に日々取り
組んでいます。学校のあとに
習い事に行く感覚で利用して
いただけると嬉しいです。 保
育士や幼稚園、小中高の教員
免許、社会福祉士、精神保健
福祉士を持ったスタッフが在籍
し支援を行っています。

10 名
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キッズキャンパスラビット⑳
きっずきゃんぱすらびっと

泉佐野市長滝 1667-1

ＪＲ阪和線長滝駅より
徒歩15分

月～金 13：30～18：45
土曜日 10：00～15：00

072-465-5225Tel

アクセス

定員

利用日・時間

お問い合わせ

072-468-8004
campus@happy-rabbit.jp
https://happy-rabbit.jp/kids/
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map P.18 C-6 【事業所からのコメント】
キッズキャンパスラビットでは、
年中さんから小学 6 年生まで
の学習に特化した放課後等デ
イサービスです。1 枠 90 分制
で、個別での支援を行っており
ます。 学校へ行くために必要
な事を学んだり、学校での遅
れや苦手など、少人数制で個々
にプログラムをたて支援してい
きます。また土曜日には、習字・
そろばん・英語教室・美術など
いろいろな体験を行っておりま
す。

10 名
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