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はじめに 
 

ガイドブックをお手に取っていただきありがとうございます。 

児童発達支援・放課後等デイサービス事業所では、支援の必要なお子さんが地

域の中で安心して過ごせるよう各事業所が協力し、手作りのガイドブックを作

成しました。 

  

サービス利用や見学などについて下記にお気軽にお問い合わせください。 

 

≪手続きや利用者負担のお問い合わせ≫ 

 所在地 連絡先 

鶴岡市役所 

福祉課障害福祉係 

〒997-8601  

鶴岡市馬場町 9-25 
0235-35-1273 

藤島庁舎市民福祉課 
〒999-7696  

鶴岡市藤島字笹花 25 
0235-64-5806 

羽黒庁舎市民福祉課 
〒997-0192 

鶴岡市羽黒町荒川字前田元 89 
0235-26-8774 

櫛引庁舎市民福祉課 
〒997-0346  

鶴岡市上山添字文栄 100 
0235-57-2116 

朝日庁舎市民福祉課 
〒997-0492  

鶴岡市下名川字落合 1 
0235-53-2115 

温海庁舎市民福祉課 
〒999-7205  

鶴岡市温海戊 577-1 
0235-43-4613 

 

≪サービス利用支援など相談支援事業所≫ 

 所在地 連絡先 

く～たも相談室 
〒997-0015 

鶴岡市末広町 5-22-201 B-3 
0235-28-1877 

相談支援センターあおば 
〒997-0021 

鶴岡市宝町 18-50 
0235-29-1502 

鶴岡市障害者相談支援 

センター  

〒997-0033 

鶴岡市泉町 5-30にこ♡ふる 2階 
0235-25-2794 

相談支援室 一柳 
〒997-0056 

鶴岡市中野京田字壱柳 4-1 
0235-35-0701 

 

※本ガイドブックの情報は、２０２２年９月３０日現在のものです。それ以降の

事業所情報の変更などにより、掲載内容と実際の状況が異なっている場合が

ございます。        

鶴岡市障害者地域自立支援協議会 こども部会
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☆児童発達支援事業所一覧 

名称 所在地 連絡先 掲載 P 

鶴岡市立あおば学園 
〒997-0021 

鶴岡市宝町 18-50 

0235-29-

1502 
6 

障がい者支援ホーム 

のぞみの家 

〒997-0038 

鶴岡市北茅原町 5-54 

0235-25-

8335 
7 

多機能型発達支援事業所 

メグシィ 

〒997-0369  

鶴岡市高坂字杉ヶ沢 72-33 

0235-23-

3583 
8 

キッズスクール 

メグシィ 新形町教室 

〒997-0042  

鶴岡市新形町 16-37 

0235-23-

3583 
  9 

キッズスクール 

メグシィ 茅原町教室 

〒997-0018 

鶴岡市茅原町 27-12 

0235-23-

3583 
  10 

アドバンス メグシィ 
〒997-0042 

鶴岡市新形町 10-28 

0235-23-

3583 
  11 

サポートセンター 

ラブラドール 

〒997-0039 

鶴岡市西茅原町 14-23 

0235-25-

8110 
12 

ラブラドール あさひ館 
〒997-0411 

鶴岡市熊出字日鑓６８-1 

0235-53-

3660 
13 

ドレミファデイサービス 
〒999-7782 

東田川郡庄内町松陽３-１-５ 

0234-42-

2455 
14 
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☆放課後等デイサービス事業所一覧 

 

名称 所在地 連絡先 掲載

P 

鶴岡市立愛光園 

デイサービスセンター 

〒997-0751 

鶴岡市藤沢字軽井沢 68 

0235-35-

2903 
16 

放課後等デイサービス事業 

アトリエ 

〒997-0056 

鶴岡市中野京田字壱柳 4-１ 

0235-24-

8541 
17 

障がい者支援ホーム 

のぞみの家 

〒997-0038 

鶴岡市北茅原町 5-54 

0235-25-

8335 
18 

合同会社 ハウスカ 
〒997-0826 

鶴岡市美原町 17-17 

0235-64-

8910 
19 

合同会社 

ハウスカ・キートス 

〒997-0837 

鶴岡市道田町 27-27 

0235-64-

8492 
20 

みんなのそら 
〒997-001１ 

鶴岡市宝田１-7-28-9 

0235-24-

6017 
21 

みんなのそらにじ 
〒997-0047 

鶴岡市大塚町 28-40 E棟 

0235-33-

9898 
22 

多機能型発達支援事業所 

メグシィ 

〒997-0369  

鶴岡市高坂字杉ヶ沢 72-33 

0235-23-

3583 
23 

キッズスクール 

メグシィ 新形町教室 

〒997-0042  

鶴岡市新形町 16-37 

0235-23-

3583 
24 

エール メグシィ 
〒997-0862  

鶴岡市ほなみ町 1-5 

0235-23-

3583 
25 

キッズスクール 

メグシィ 茅原町教室 

〒997-0018 

鶴岡市茅原町 27-12 

0235-23-

3583 
26 

アドバンス メグシィ 
〒997-0042 

鶴岡市新形町 10-28 

0235-23-

3583 
27 

サポートセンター 

ラブラドール 

〒997-0039 

鶴岡市西茅原町 14-23  

0235-25-

8110 
28 

ラブラドール あさひ館 
〒997-0411 

鶴岡市熊出字日鑓６８-1 

0235-53-

3660 
29 

ドレミファデイサービス 
〒999-7782 

東田川郡庄内町松陽３-１-５ 

0234-42-

2455 
30 
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②契約する 

サービス等利用計画作成を依頼し

たい事業所から説明を受け、利用

契約を結びます。 

 

 

 
③見学やサービス内容の相談 

（サービス等利用計画案作成） 

相談支援専門員が自宅等に訪問し

て、これからの暮らしについてや利

用したいサービスの内容などをお聞

きします。それをもとにサービス等

利用計画案の作成をします。 

 

 

 ④サービス担当者会議 

相談支援専門員が受給者証やサービ

ス等利用計画案にもとづいてご家族

（ご本人）、保育園や幼稚園などの

先生、学校の先生、児童発達支援ま

たは放課後等デイサービス事業所担

当者、相談支援専門員などが一同に

会し会議を開きます。 

 

児童発達支援事業者 

または 

放課後等デイサービス事業者と

契約し、利用開始となります。 

 

◆◆サービス利用開始◆◆ 

◆◆児童発達支援・放課後等デイサービスの利用の仕方（相談支援利用の流れ）◆◆ 

〈相談支援事業所での流れ〉 

①相談 
新しくサービスを利用したい場合

や困ったことがある場合は、相談

支援事業所または市役所福祉課に

行きましょう。利用したいサービ

スがある場合などは、サービス等

利用計画を作成するために、相談

支援事業所に行きましょう。相談

支援事業所についてはお問い合わ

せ先をご覧ください。 

 

②申請 

（書類提出） 
支給申請の為市役所福祉課に書類

を申請します。事前に持ち物など

の確認をするとスムーズに申請で

きます。 

 

 

③支給決定 
サービス等利用計画に基づいて利

用できるサービスの内容や量を決

定します。 

利用できるサービス等の内容や量

が記載された受給者証が届きま

す。 

 

 

 

 

〈市役所での流れ〉 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-8WbBhyReQKo/Uab3xxYp6iI/AAAAAAAAUUw/BHsx6LZZw38/s800/counselor.png
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基本的な動作の指導、知識技能の付

与、集団生活への適応訓練、その他

必要な支援を行います。未就学児を

対象にした児童福祉法における障

害福祉サービスです。 

保護者の就労の有無は問いません。 

（３）利用者負担 
利用者負担は原則一割負担です。

世帯所得に応じた月上限額があり

ます。 

３歳児～5 歳児の児童は児童発達

支援の利用者負担が無償化されま

す。 

その他事業所毎に実費（給食費、お

やつ代、他）があります。 

（１） 「児童発達支援」って 

なぁに？ 
 

 

医師診断書で必ずしも確定した診断名など

がなくても、支援の必要性の判断が可能な

状態等が記載された意見書などがあれば利

用できます。 

「鶴岡市障害者（児）の障害福祉サービス

等に関する支給ガイドライン」より 

（２）対象児童 

療育の観点から集団療育及び個別療育を行

う必要があると認められる、通所受給者証を

お持ちの未就学の児童(具体的には次のよう

な例) 

 ①医療機関、市町村等が行う乳幼児健診 

  時等で療育の必要性があると認められ 

  た児童 

 ②保育所や幼稚園に在籍しているが、併 

  せて、指定児童発達支援事業所におい 

  て、専門的な療育・訓練を受ける必要 

  がある児童 
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 〒997-0021 鶴岡市宝町 18‐50 

 TEL 0235-29-1502 FAX 0235-33-9900 

  aoba@citrus.ocn.ne.jp  

  HP  http://www.keisen-swc.jp/  

 

団体概要 

 ■運営母体 社会福祉法人 恵泉会 

 ■サービス提供日 ○月  ○火  ○水  ○木  ○金  ○土  日 祝 

 ■サービス提供時間 月曜日～金曜日  8:00 ～ 16:00 

                      土曜日（月 1 回）9:30 ～ 11:30 

           タイムケア   15:00  ～ 18:00 

■年間休業日 夏季 あり （ 8 月 13 日～ 8 月 15 日） 

  年末年始 あり （12 月 29 日～ 1 月 3 日） 

  

活動内容等について 

 ■定員  10 名 

 ■具体的な活動内容 

・小集団保育   

・交流保育（併設の松原保育園園児との合同行事や交流） 

・親子教室（月 1 回水曜日 9:00～13:00） 

・おやこほっとクラブ（月 1 回土曜日 9:30～11:30） 

・医療的ケアが必要なお子さんへの看護師配置 

 ■利用料金 受給者証に記載された金額 

 ■実費 

昼食  あり（給食 1 食 242 円） 

おやつ あり（0～2 歳時 午前・午後、3 歳児以上 午後のみ） 

      （費用は給食費に含まれています） 

  その他 あり（保護者会費 月 300 円） 

（その他行事の際別途実費がかかる場合があります） 

■送迎 あり（あおば学園から直線距離 5km まで） 

 

  

 

 

 

 

鶴岡市立あおば学園 

児童発達支援 タイムケア 

ひとことメッセージ 

 

 お子さん一人ひとりが楽しい

こと、うれしいことをたくさん

経験し、自分に自信を持って生

きること、「自分でわかる」「自

分でできる」経験を積み重ねて

いくことを大きな目標にしてい

ます。また、特別な配慮や丁寧

な関わりと工夫が必要なお子さ

んたちの成長・発達をご家族の

方と一緒に支え、待ち、喜び合

うことを大切にしています。 
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〒997-0038 鶴岡市北茅原町 5-54 

 TEL 0235-25-8335 FAX 0235-25-8336 

  nozominoie@mituwakai.com  

 HP  http://mituwakai.com/ 

 

団体概要 

 ■運営母体 医療法人社団 みつわ会 

 ■サービス提供日 ○月  ○火  ○水  ○木  ○金  ○土  日 ○祝  

 ■サービス提供時間 10:00 ～ 14:00  

■年間休業日 夏季 なし  年末年始 あり 

 

活動内容等について 

 ■定員 10 名 

 ■具体的な活動内容 

  ・個別に関わりながら集団生活や日常動作の 

トレーニングなど、遊びを通して学ぶ 

・創作活動  ・誕生会  ・自由遊び  

・外出行事（公園・プラネタリウム・水族館等） 

・理学療法  ・作業療法 

 ■利用料金 受給者証に記載された金額 

 ■実費 

昼食  あり（1 食 250 円） 

  おやつ なし 

  その他 あり（入浴代 1 回 100 円、行事等） 

 ■送迎 あり 

（鶴岡市・三川町・庄内町または半径 15km 圏内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい者支援ホーム のぞみの家 

児童発達支援 放課後等デイサービス  
生活介護 療養通所介護 

ひとことメッセージ 

 

 たくさんコミュニケーション

をとり、笑顔あふれ、安心、楽し

く過ごせるよう活動に取り組ん

でいます。看護、リハビリ、療育

に関わる専門職を配置し、医療

的ケアが必要な方も安心して通

えるよう支援しています。 
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〒997-0369 鶴岡市高坂字杉ヶ沢 72-33  

TEL 0235-23-3583 FAX 0235-29-5023  

 info@megusi.jp 

http://megusi.jp  

 

団体概要 

 ■運営母体 株式会社メグシィ 

 ■サービス提供日 ○月  ○火  ○水  ○木  ○金  土 日 祝 

 ■サービス提供時間 9:00 ～ 17:00  

■年間休業日 夏季 あり  年末年始 あり  

  

 

活動内容等について 

 ■定員 10 名 

 ■具体的な活動内容 

  ・野育 ・認知行動療法 ・応用行動分析 

・ボディセラピー ・運動療法 ・感覚統合 

・言語療法 ・学習支援 ・理学療法 ・家族支援 

・日常生活動作練習 ・カウンセリング 

 ■利用料金 受給者証に記載された金額 

 ■実費 

昼食  外注弁当あり 

  おやつ あり（1 食 70 円） 

  その他 あり（イベント代） 

 ■送迎 あり（ご相談下さい） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

多機能型発達支援事業所 メグシィ 

児童発達支援 放課後等デイサービス 

ひとことメッセージ 

 

 豊かな自然環境を生かした野育

（のいく）を実践しております。 

ザリガニ捕りや虫探しを通して生

き物と触れ合い、土遊びや山歩

き、冬は雪遊びなど、外遊びを中

心に友だちとの関わりの中で学ぶ

ソーシャルスキルトレーニングを

行っております。 
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〒997-0042 鶴岡市新形町 16-37  

TEL 0235-23-3583 FAX 0235-29-5023 

 info@megusi.jp 

http://megusi.jp 

 

団体概要 

 ■運営母体 株式会社メグシィ 

 ■サービス提供日 ○月  ○火  ○水  ○木  ○金  土 日 祝 

 ■サービス提供時間 9:00 ～ 17:00 

            

■年間休業日 夏季 あり  年末年始 あり 

 

活動内容等について 

 ■定員 10 名 

 ■具体的な活動内容 

  ・感覚統合 ・ソーシャルスキルトレーニング 

・家族支援 ・カウンセリング ・近隣の公園などでの運動 

・宿題支援 ・日常生活動作練習 など 

 ■利用料金 受給者証に記載された金額 

 ■実費 

昼食  外注弁当あり 

  おやつ あり（1 食 70 円） 

  その他 あり（イベント代） 

 ■送迎 あり（ご相談下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとことメッセージ 

 

ブランコ、ボルダリング、ト

ランポリンなどの室内感覚統合

器具を活用し、遊びを通して感

覚を刺激します。友だち同士の

関わりの中にソーシャルスキル

トレーニングを取り入れ、お子

さま自身で学べる環境を提供し

ております。 

キッズスクール メグシィ 

新形町教室 

児童発達支援 放課後等デイサービス 
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〒997-0018 鶴岡市茅原町 27-12 

TEL 0235-23-3583 FAX 0235-29-5023 

 info@megusi.jp 

http://megusi.jp 

 

団体概要 

 ■運営母体 株式会社メグシィ 

 ■サービス提供日 月 ○火  ○水  ○木  ○金  ○土  日 祝 

 ■サービス提供時間 9:00 ～ 17:00 

■年間休業日 夏季 あり  年末年始 あり 

 

活動内容等について 

 ■定員 10 名 

 ■具体的な活動内容 

  ・個別発達支援 ・家族支援 ・理学療法 

・作業療法 ・感覚統合療法 ・日常生活動作練習 

・コミュニケーション練習 ・学習支援 

■利用料金 受給者証に記載された金額 

 ■実費 

昼食  外注弁当あり 

  おやつ あり（1 食 70 円） 

  その他 あり（イベント代） 

 ■送迎 なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キッズスクール メグシィ 

茅原町教室 

児童発達支援 放課後等デイサービス  
 

ひとことメッセージ 

 

お子さまの成長に合わせた感

覚・運動遊びと机上学習作業によ

ってチカラを伸ばす個別療育。 

 お子さまの成長に合わせて、ブ

ランコやトランポリンなどを使っ

た感覚・運動遊びと机上学習作業

によってチカラを伸ばす個別療

育。また、お友だちとのコミュニ

ケーション方法の練習や就学への

準備を一緒に行っていきます。 
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〒997-0042 鶴岡市新形町 10-28  

TEL 0235-23-3583 FAX 0235-29-5023 

 info@megusi.jp 

http://megusi.jp 

 

団体概要 

 ■運営母体 株式会社メグシィ 

 ■サービス提供日 ○月  ○火  ○水  ○木  ○金  ○土  日 祝 

 ※第 2・4 土曜のみ開所。第 5 土曜日についてはご確認ください。 

 ■サービス提供時間 9:00 ～ 17:00 

■年間休業日 夏季 あり  年末年始 あり 

 

活動内容等について 

 ■定員 10 名 

 ■具体的な活動内容 

  ・学習支援 ・家族支援 ・感覚統合 

・近隣の公園での運動 ・カウンセリング 

・日常生活動作練習 ・ソーシャルスキルトレーニング 

 ■利用料金 受給者証に記載された金額 

 ■実費 

昼食  外注弁当あり 

  おやつ あり（1 食 70 円） 

  その他 あり（イベント代） 

 ■送迎 あり（ご相談下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アドバンス メグシィ 

児童発達支援 放課後等デイサービス  
 

ひとことメッセージ 

 

前進するという意味の「アドバン

ス」。平日は女子だけの小集団活動『女

子メグ』を実施しております。 

 学童期から思春期にかけて多感な心と

体の両面をステップアップできるよう、

支援しております。 
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 〒997-0039 鶴岡市西茅原町 14-23 

 TEL 0235-25-8110 FAX 0235-64-0799 

  a.sugawara@royal.ocn.ne.jp 

 

団体概要 

 ■運営母体 株式会社ラブラドール 

 ■サービス提供日 ○月  ○火  ○水  ○木  ○金  土 日 ○祝  

 ■サービス提供時間 8:30 ～ 17:00 

■年間休業日 夏季 なし   

年末年始 あり（12 月 31 日～1 月 3 日） 

 

活動内容等について 

 ■定員 5 名 

  ■具体的な活動内容 

  ・日中活動における、食事、入浴、排せつ等の介助及び 

  レクリエーションや創作活動等の実施 

 ■利用料金 受給者証に記載された金額 

 ■実費 

昼食  給食あり（1 食 390 円 2019.7.31 現在） 

  おやつ なし 

  その他 なし 

 ■送迎 あり（鶴岡市、三川町） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ひとことメッセージ 

 

 当事業所では、特に重い障害

をお持ちの方への支援、活動の

充実を図っております。見学に

ついては、いつでも可能です。 

 

 

サポートセンター ラブラドール 

児童発達支援 放課後等デイサービス  
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〒997-0411 鶴岡市熊出字日鑓 68-1 

TEL 0235-53-3660 

  y.honma@dune.ocn.ne.jp 

 

団体概要 

 ■運営母体 株式会社ラブラドール 

 ■サービス提供日 ○月  ○火  ○水  ○木  ○金  ○土  日 ○祝  

 ■サービス提供時間 学校がある日  13:30 ～ 17:00 

           学校が休みの日  9:00 ～ 17:00 

■年間休業日 夏季 あり  年末年始 あり 

 

活動内容等について 

 ■定員 10 名 

 ■具体的な活動内容 

・集団活動（レクリエーション、うた、ダンス） 

・製作活動（壁面作り、季節ごとの作品作り） 

・個別活動（製作、学習、余暇） 

・スヌーズレン 

・花や農作物の水かけ、収穫等 

・カレーパーティー（夏休みに地域の施設で地域の方との交流） 

人形劇鑑賞、クリスマス会、お誕生会（月 1 回） 

おでかけドライブ、おやつ作り等 

 ■利用料金 受給者証に記載された金額 

 ■実費 

昼食  外注弁当あり（1 食 400 円）、その他（昼食持参も有） 

  おやつ あり（1 食 0 円） 

  その他 入浴（1 回 250 円） 

 ■送迎 あり 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ラブラドール あさひ館 

児童発達支援 放課後等デイサービス 

ひとことメッセージ 

 

 年齢の違うお友達や職員

と、遊びを通して社会のルー

ルを学びます。楽しい気持ち

を大切にし、個々のペースに

合わせて、本人のやりやすい

方法を工夫し、お手伝いをし

ます。卒業後を見据え、様々

な経験ができるように、活動

の機会を提供します。 
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〒997-7782 東田川郡庄内町松陽 3-1-5 

 TEL 0234-42-2455 FAX 0234-42-3855 

  doremifa.shouyoukai@touhoku.me 

 HP http://shouyoukai.web-shonai.com 

 

団体概要 

 ■運営母体 株式会社翔陽会 

 ■サービス提供日 ○月  ○火  ○水  ○木  ○金  ○土  日 ○祝  

 ■サービス提供時間 9:00 ～ 18:00 

            

■年間休業日 夏季 なし  年末年始 あり 

                  （12 月 31 日～1 月 3 日） 

活動内容等について 

 ■定員 10 名 

 ■具体的な活動内容 

  ・平日はぬり絵、パズル、トランプ、おもちゃ等、室内 

   での活動が多く、土曜・祝日は散歩や公園、ドライブ 

   など、野外でおもいっきり体を動かしています。 

  ・その他、お花見、七夕、プール、芋煮会、クリスマス会 

■利用料金 受給者証に記載された金額 

 ■実費 

昼食  あり（外注弁当 1 食 380 円） 

  おやつ あり（１食 25 円） 

  その他 あり（イベント参加費 レクリエーション費用） 

 ■送迎 あり 

 

 

 

 

 

 

 

ドレミファデイサービス 

児童発達支援 放課後等デイサービス  
タイムケア 短期入所 共同生活援助 

特定相談支援・一般相談支援 障害児相談支援 

ひとことメッセージ 

 

一人ひとりのニーズに合わせて

楽しく活動できるよう、援助し

ています。また地域の方々との

交流を積極的に図り、四季折々

のイベントの開催等も企画して

おります。 

  

 

http://shouyoukai.web-shonai.com/
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授業終了後または学校の休業日に

生活能力の向上や集団生活、社会と

の交流の促進など必要な支援を行

う児童福祉法における障害福祉サ

ービスです。 

保護者の就労の有無は問いません。 

（３）利用者負担 

 
利用者負担は原則一割負担で

す。世帯所得に応じた月上限額

があります。 

その他事業所毎に実費（給食費、

おやつ代、他）があります。 

（１） 「放課後等デイサービス」

ってなぁに？ 
 

 

医師診断書で必ずしも確定した診断名など

がなくても、障害を有しており、支援の必

要性の判断が可能な状態等が記載された意

見書などがあれば利用できます。 

「鶴岡市障害者（児）の障害福祉サービス

等に関する支給ガイドライン」より 

（２）対象児童 

支援を必要とする小学生から高校生までの

通所受給者証をお持ちの児童が対象となり

ます。手帳（療育手帳、身体障害者手帳、精

神保健福祉手帳）などの有無は問いません。

児童相談所、医師などで支援の必要性が認め

られた児童が対象となります。通信制、定時

制の学校に所属している生徒も利用できま

す。 
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 〒997-0751 鶴岡市藤沢字軽井沢 68 

TEL 0235-35-2903 FAX 0235-33-8555 

 info@aikouen.or.jp 

 www.aikouen.or.jp 

 

団体概要 
 ■運営母体 社会福祉法人恵泉会 

 ■サービス提供日 ○月  ○火  ○水  ○木  ○金  土 ○日  祝 

（日曜日は第 1・３・５日曜日が開所日となります。） 

 ■サービス提供時間 学校がある日  14:00 ～ 18:00 

延⾧あり（希望者） 

           学校が休みの日  9:00 ～ 17:00 

早延⾧あり（希望者） 

■年間休業日 夏季 なし  年末年始 あり 

 

活動内容等について 
 ■定員 10 名 

 ■具体的な活動内容 

  ・ご家族との話し合いをもとに、一人ひとりに合った課題や 

目標を設定し、寄り添いながら支援を行っていきます。 

・社会生活の経験として、菜園・買い物・クッキング等の 

多彩な活動プログラムを行っています。 

 ■利用料金 受給者証に記載された金額 

 

 ■実費 

昼食  給食あり（1 食 小学生 390 円、中学生以上 430 円） 

  おやつ あり（1 食 50 円） 

  その他 なし 

 ■送迎 あり（事業所より 10km 範囲） 

 

 

  

  

 

 

 

 

鶴岡市立愛光園デイサービスセンター 
放課後等デイサービス タイムケア 

ひとことメッセージ 

 

 自然いっぱいな広い敷地の中

で過ごせます（体育館もありま

す）。昨年度の製作活動では、

つるおかひょうげんの花 2021

を始め、法人内展示（2 箇

所）、外部展示（3 箇所）を行

い、多くの人に作品を見て頂き

ました。 

349 

47 
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 〒997-0056 鶴岡市中野京田字壱柳 4-1 

 TEL 0235-24-8541 FAX 0235-24-8582 

  ichiyana@sea.plala.or.jp  

 https://www.gassanhukusikai.com/  

団体概要 
 ■運営母体 社会福祉法人 月山福祉会 

 ■サービス提供日 ○月  ○火  ○水  ○木  ○金  ○土  日 祝 

 ■サービス提供時間 学校がある日  13:30 ～ 18:30 

           学校が休みの日  9:30 ～ 18:00 

■年間休業日 夏季 あり  年末年始 あり 

  

活動内容等について 
 ■定員 20 名 

 ■具体的な活動内容 

・自由な遊びとまなびを通した個別支援 

・音楽ケア支援員によるミュージックケア（月２回） 

・宿題を中心とした学習支援 

・牛のいる農場で土との交流（親子で枝豆等の収穫体験等） 

 ■利用料金 受給者証に記載された金額 

 ■実費 

昼食  各自持参 

    作業所給食提供日は注文可（1 食 250 円） 

おやつ 1 食 30 円 

  その他 あり（行事等を行う場合） 

 ■送迎 あり（片道 車で 30 分以内、要相談） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

放課後等デイサービス事業 アトリエ 
放課後等デイサービス タイムケア 

ひとことメッセージ 

 

お友だちや周囲の大人との

日々の関わりを 1 番に大切にし

ながら、1 人でじっくり好きな

ことに集中する時間も大事にし

たいです。そして様々な遊びや

活動を通して『好きなこと』を増

やすお手伝いがしたいです。平

日朝、7:30 前後～8:30 のタイム

ケア（預かり）も行います。 
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〒997-0038 鶴岡市北茅原町 5-54 

 TEL 0235-25-8335 FAX 0235-25-8336 

  nozominoie@mituwakai.com  

 http://mituwakai.com/ 

 

団体概要 
 ■運営母体 医療法人社団 みつわ会 

 ■サービス提供日 ○月  ○火  ○水  ○木  ○金  ○土  日 ○祝  

 ■サービス提供時間 学校がある日  14:00 ～ 17:30  

           学校が休みの日 10:00 ～ 17:30 

■年間休業日 夏季 なし  年末年始 あり 

 

活動内容等について 
 ■定員 10 名 

 ■具体的な活動内容 

  ・遊びを通して必要な生活動作や人との関わり方等を学ぶ 

  ・宿題学習サポート 

・外出行事（公園、プラネタリウム、水族館等） 

・自由遊び ・誕生会 

・理学療法 ・作業療法 ・創作活動 

 ■利用料金 受給者証に記載された金額 

 ■実費 

昼食  あり（1 食 550 円） 

  おやつ あり（1 食 80 円） 

  その他 あり（入浴代 1 回 100 円、行事等） 

 ■送迎 あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい者支援ホーム のぞみの家 
放課後等デイサービス 児童発達支援 

生活介護 療養通所介護 

ひとことメッセージ 

 
 たくさんコミュニケーション

をとりながら、笑顔あふれ、安

心、楽しく過ごせる場所となる

よう活動に取り組んでいます。

看護、リハビリ、療育に関わる専

門職が配置されており、医療的

ケアが必要な方も安心して通え

るよう支援しています。今まで

なかなかできなかった外出行事

等、楽しい体験、成⾧につながる

支援を積極的に行っています。 
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 〒997-0826 鶴岡市美原町 17-17 

 TEL 0235-64-8910 FAX 0235-64-8911 

  hauska@triton.ocn.ne.jp  

 http://hauskayama.exblog.jp/ 

 

団体概要 
 ■運営母体 合同会社 ハウスカ 

 ■サービス提供日 ○月  ○火  ○水  ○木  ○金  ○土  日 祝 

 ■サービス提供時間 学校がある日  14:00 ～ 18:00 

                  （19:00 まで預かり可能） 

           学校が休みの日  9:30 ～ 17:00 

                  （18:00 まで預かり可能） 

■年間休業日 夏季 あり  年末年始 あり 

 

活動内容等について 
 ■定員 10 名 

 ■具体的な活動内容 

  ・遊びや工作を楽しむ、広げる ・宿題サポート 

・遊びを楽しむ中でルールや人との関わりを日々の生活の 

中で学ぶ ・保護者の方と必要に応じて療育相談 

・学校休業日において、公園遊び、ボーリング、電車遠足、 

クッキング等の各種行事を実施 

 ■利用料金 受給者証に記載された金額 

 ■実費 

昼食  各自持参、その他（稀に昼食づくり） 

  おやつ あり（1 食 50 円） 

  その他 あり（各種行事代：電車運賃、クッキング材料等） 

 ■送迎 あり（要相談：事業所を中心におよそ 3km 圏内を目安に） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合同会社 ハウスカ 
放課後等デイサービス 

ひとことメッセージ 

 

フィンランド語で“ハウスカ

＝楽しい”。子どもたちは色々

な課題の克服を求められがちで

すが、まずは人生を楽しんでほ

しいな～。楽しい貯金がいっぱ

い出来たら、きっと乗り越えら

れるものも多くなると思ってい

ます。 
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〒997-0837 鶴岡市道田町 27-27 

 TEL 0235-64-8492 FAX 0235-64-8604 

  hauskakiitos@ybb.ne.jp 

 http://hauskakiitos.exblog.jp/ 

 

団体概要 
 ■運営母体 合同会社 ハウスカ 

 ■サービス提供日 ○月  ○火  ○水  ○木  ○金  ○土  日 祝 

 ■サービス提供時間 学校がある日  14:00 ～ 18:00 

                  （19:00 まで預かり可能） 

           学校が休みの日  9:30 ～ 17:00 

                  （18:00 まで預かり可能） 

■年間休業日 夏季 あり  年末年始 あり 

 

活動内容等について 
 ■定員 10 名 

 ■具体的な活動内容 

  ・遊びや工作を楽しむ、広げる ・宿題サポート 

・遊びを楽しむ中でルールや人との関わりを日々の生活の 

中で学ぶ ・保護者の方と必要に応じて療育相談 

・学校休業日において、公園遊び、ボーリング、電車遠足、 

クッキング等の各種行事を実施 

 ■利用料金 受給者証に記載された金額 

 ■実費 

昼食  各自持参、その他（稀に昼食づくり） 

  おやつ あり（1 食 50 円） 

  その他 あり（各種行事代：電車運賃、クッキング材料等） 

 ■送迎 あり（要相談：事業所を中心におよそ 3km 圏内を目安に） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

合同会社 ハウスカ・キートス 
放課後等デイサービス 

ひとことメッセージ 

 
「キートス＝ありがとう」を

大事にした笑顔で色々なことに

挑戦できるところです。子供達

のやる気や興味を大切に、日々

の遊び・季節の行事・クッキン

グ・外出等の楽しい経験を重ね、

自信に繋がるようにサポートし

ています。 
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〒997-0011 鶴岡市宝田 1-7-28-9 

 TEL 0235-24-6017 FAX 0235-64-0102 

  minnano-sora37@bc4.so-net.ne.jp 

  http://minnanosora.net 

 

団体概要 
 ■運営母体 有限会社スエヒロ 

 ■サービス提供日 ○月  ○火  ○水  ○木  ○金  ○土  日 ○祝  

 ■サービス提供時間 学校がある日  下校時間 ～ 19:00 

           学校がない日（平日）8:00 ～ 19:00 

           土曜日、祝日     9:00 ～ 18:00 

■年間休業日 夏季 あり  年末年始 あり 

 

活動内容等について 
 ■定員 10 名 

 ■具体的な活動内容 

  ・学校のある日：外遊び、買い物、ダンス、図書館、レクリエーション… 

・土曜日の活動：みんなの音楽、キッズ体操、 

わくわく教室（作業療法士より）、地引網体験 

芋煮会、福島ひまわり里親プロジェクト… 

・⾧期休み：水遊び、川遊び、キッズ体操、木工クラフト… 

 

 ■利用料金 受給者証に記載された金額 

 ■実費 

昼食  外注弁当あり（1 食 280 円）※⾧期休みのみ 

  おやつ あり（1 食 50 円） 

  その他 あり（芋煮会、山ぶどう狩り、地引網体験等 

活動内容によって実費負担をいただく場合が 

あります） 

 ■送迎 あり（旧鶴岡市内を中心に学校、自宅への送迎を行っています） 

 

 

 

  

  

 

 

 

みんなのそら 
放課後等デイサービス 

ひとことメッセージ 

 

そらは、どんな時もすべての人

のあるがままを受け入れてくれ

ます。私たちは、一人一人のお

もいに寄り添い、笑顔を育むみ

んなのそらです。遊びの中で成

⾧する子ども達を、私たちは焦

らず見守ります。 
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〒997-0047 鶴岡市大塚町 28-40E 棟 

 TEL 0235-33-9898 FAX 0235-33-9899 

  minnanosora37@gmail.com 

     http://minnanosora.net 

 

団体概要 
 ■運営母体 有限会社スエヒロ 

 ■サービス提供日 ○月  ○火  ○水  ○木  ○金  ○土  日 ○祝  

 ■サービス提供時間 学校がある日  下校時間 ～ 19:00 

           学校がない日（平日）8:00 ～ 19:00 

           土曜日、祝日     9:00 ～ 18:00 

■年間休業日 夏季 あり  年末年始 あり 

 

活動内容等について 
 ■定員 10 名 

 ■具体的な活動内容 

  ・学校のある日：缶バッジ作成と販売、パソコンを使っての探 G プログラム、 

元中学校校⾧先生の英語教室、運動プログラム 

・土曜日の活動：オンラインでのみんなの音楽、キッズ体操教室、 

作業療法士さんによるワクワク教室、 

社会貢献：福島ひまわり里親プロジェクト 

季節の行事（地引網漁や山ぶどう狩り、芋煮会等） 

 ■利用料金 受給者証に記載された金額 

 ■実費 

昼食  外注弁当あり（1 食 280 円）※⾧期休みのみ 

  おやつ あり（1 食 50 円） 

  その他 あり（芋煮会、山ぶどう狩り、地引網体験等 

活動内容によって実費負担をいただく場合が 

あります） 

 ■送迎 あり（旧鶴岡市内を中心に学校、自宅への送迎を行っています） 

 

 

 

  

  

 

 

 

みんなのそらにじ 
放課後等デイサービス 

ひとことメッセージ 

 

幸せになるために成⾧していっ

てほしい。子どもたちが必要と

され、人の役に立つことの喜び

を感じられるようなプログラム

などを提供できればと思いま

す。子どもたちと一緒に成⾧し

ていければと思います。 
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〒997-0369 鶴岡市高坂字杉ヶ沢 72-33  

TEL 0235-23-3583 FAX 0235-29-5023  

 info@megusi.jp 

http://megusi.jp  

  

団体概要 
 ■運営母体 株式会社メグシィ 

 ■サービス提供日 ○月  ○火  ○水  ○木  ○金  土 日 祝 

 ■サービス提供時間 学校がある日 下校時間 ～ 17:00  

           学校が休みの日  9:00 ～ 17:00 

（延⾧支援 19:00） 

■年間休業日 夏季 あり  年末年始 あり  

  

 

活動内容等について 
 ■定員 10 名 

 ■具体的な活動内容 

  ・野育 ・認知行動療法 ・応用行動分析 

・ボディセラピー ・運動療法 ・感覚統合 

・言語療法 ・学習支援 ・理学療法 ・家族支援 

・日常生活動作練習 ・カウンセリング 

 ■利用料金 受給者証に記載された金額 

 ■実費 

昼食  外注弁当あり 

  おやつ あり（1 食 70 円） 

  その他 あり（イベント代） 

 ■送迎 あり（ご相談下さい） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

多機能型発達支援事業所 メグシィ 
放課後等デイサービス 児童発達支援  

ひとことメッセージ 

 

 豊かな自然環境を生かした野育

（のいく）を実践しております。 

 ザリガニ捕りや虫探しを通して

生き物と触れ合い、土遊びや山歩

き、冬は雪遊びなど、外遊びを中

心に友だちとの関わりの中で学ぶ

ソーシャルスキルトレーニングを

行っております。 
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〒997-0042 鶴岡市新形町 16-37  

TEL 0235-23-3583 FAX 0235-29-5023 

 info@megusi.jp 

http://megusi.jp 

 

団体概要 
 ■運営母体 株式会社メグシィ 

 ■サービス提供日 ○月  ○火  ○水  ○木  ○金  土 日 祝 

 ■サービス提供時間 学校がある日 下校時間 ～ 17:00 

           学校が休みの日  9:00 ～ 17:00 

                    （延⾧支援 19:00） 

■年間休業日 夏季 あり  年末年始 あり 

 

活動内容等について 
 ■定員 10 名 

 ■具体的な活動内容 

  ・感覚統合 ・ソーシャルスキルトレーニング 

・家族支援 ・カウンセリング  

・近隣の体育館や公園での運動 ・宿題支援 

・日常生活動作練習 など 

 ■利用料金 受給者証に記載された金額 

 ■実費 

昼食  外注弁当あり 

  おやつ あり（1 食 70 円） 

  その他 あり（イベント代） 

 ■送迎 あり（ご相談下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとことメッセージ 

 

ブランコ、ボルダリング、ト

ランポリンなどの室内感覚統合

器具を活用し、遊びを通して感

覚を刺激します。 

友だち同士の関わりの中にソー

シャルスキルトレーニングを取

り入れ、お子さま自身で学べる

環境を提供しております。 

キッズスクール メグシィ 

新形町教室 
放課後等デイサービス 児童発達支援 
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〒997-0862 鶴岡市ほなみ町 1-5  

TEL 0235-23-3583 FAX 0235-29-5023 

 info@megusi.jp 

http://megusi.jp 

 

団体概要 
 ■運営母体 株式会社メグシィ 

 ■サービス提供日 ○月  ○火  ○水  ○木  ○金  ○土  日 祝 

※第 1、3 土曜日のみ開所。第 5 土曜日についてはご確認ください。 

 ■サービス提供時間 学校がある日 下校時間 ～ 17:00  

           学校が休みの日  9:00 ～ 17:00 

（延⾧支援 19:00） 

■年間休業日 夏季 あり  年末年始 あり 

  

 

活動内容等について 
 ■定員 10 名 

 ■具体的な活動内容 

  ・学習支援 ・感覚統合 ・カウンセリング 

・日常生活動作練習 ・家族支援 

・ソーシャルスキルトレーニング 

 ■利用料金 受給者証に記載された金額 

 ■実費 

昼食  外注弁当あり 

  おやつ あり（1 食 70 円） 

  その他 あり（イベント代） 

 ■送迎 あり（ご相談下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エール メグシィ 
放課後等デイサービス  

ひとことメッセージ 

 
 小学校中学年以上を対象と

し、小集団活動、性教育、利用

児同士のディスカッション、生

活訓練など、他者との関わりを

通して、学びを展開しておりま

す。 

友だちと協力し、創作活動を行

い、子どもの自主性・主体性を

育む活動にも力を入れておりま

す。 
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〒997-0018 鶴岡市茅原町 27-12 

TEL 0235-23-3583 FAX 0235-29-5023 

 info@megusi.jp 

http://megusi.jp 

 

団体概要 
 ■運営母体 株式会社メグシィ 

 ■サービス提供日 月 ○火  ○水  ○木  ○金  ○土  日 祝 

 ■サービス提供時間 学校がある日 下校時間 ～ 17:00 

           学校が休みの日  9:00 ～ 17:00 

                    （延⾧支援 19:00） 

■年間休業日 夏季 あり  年末年始 あり 

 

活動内容等について 
 ■定員 10 名 

 ■具体的な活動内容 

  ・個別発達支援 ・家族支援 ・理学療法 

・作業療法 ・感覚統合療法 ・日常生活動作練習 

・学習支援 ・パソコン指導 

・ソーシャルスキルトレーニング 

 ■利用料金 受給者証に記載された金額 

 ■実費 

昼食  外注弁当あり 

  おやつ あり（1 食 70 円） 

  その他 あり（イベント代） 

 ■送迎 なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キッズスクール メグシィ 

茅原町教室 
放課後等デイサービス 児童発達支援  

 

ひとことメッセージ 

 

お子さまの成⾧に合わせた感

覚・運動遊びと机上学習作業によ

ってチカラを伸ばす個別療育。 

 個別療育では、お子さまの成⾧

に合わせた感覚・運動遊びと机上

学習作業によってチカラを伸ばす

関わりを行っています。 

 また、中高生を対象に教員免許

を持った指導員が、一人ひとりの

心身の状態や学習目標に考慮した

支援を行います。パソコン教室に

て IT 機器の使い方を学ぶことで

社会に出て役立つスキルを養いま

す。 
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〒997-0042 鶴岡市新形町 10-28  

TEL 0235-23-3583 FAX 0235-29-5023 

 info@megusi.jp 

http://megusi.jp 

 

団体概要 
 ■運営母体 株式会社メグシィ 

 ■サービス提供日 ○月  ○火  ○水  ○木  ○金  ○土  日 祝 

 ※第 2・4 土曜日のみ開所。第 5 土曜日についてはご確認ください。 

 ■サービス提供時間 学校がある日 下校時間 ～ 17:00 

           学校が休みの日  9:00 ～ 17:00 

                    （延⾧支援 19:00） 

■年間休業日 夏季 あり  年末年始 あり 

 

活動内容等について 
 ■定員 10 名 

 ■具体的な活動内容 

  ・学習支援 ・家族支援 ・感覚統合 

・近隣の公園での運動 ・カウンセリング 

・日常生活動作練習 ・ソーシャルスキルトレーニング 

 ■利用料金 受給者証に記載された金額 

 ■実費 

昼食  外注弁当あり 

  おやつ あり（1 食 70 円） 

  その他 あり（イベント代） 

 ■送迎 あり（ご相談下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アドバンス メグシィ 
放課後等デイサービス 児童発達支援  

ひとことメッセージ 

 

 前進するという意味の「アドバン

ス」。平日は女子だけの小集団活動『女

子メグ』を実施しております。 

 学齢期から思春期にかけて、多感な心

と体の両面をステップアップできるよ

う、支援しております。 



28 
 

 

 

 

 

 

 〒997-0039 鶴岡市西茅原町 14-23 

 TEL 0235-25-8110 FAX 0235-64-0799 

  a.sugawara@royal.ocn.ne.jp 

 

 

団体概要 
 ■運営母体 株式会社ラブラドール 

 ■サービス提供日 ○月  ○火  ○水  ○木  ○金  土 日 ○祝  

 ■サービス提供時間 学校がある日 下校後 ～ 17:00 

           学校が休みの日 8:30 ～ 17:00 

■年間休業日 夏季 なし   

年末年始 あり(12 月 31 日～1 月 3 日) 

 

活動内容等について 
 ■定員 5 名 

■具体的な活動内容 

  ・日中活動における、食事、入浴、排せつ等の介助及び 

レクリエーションや創作活動等の実施 

 ■利用料金 受給者証に記載された金額 

 ■実費 

昼食  給食あり（1 食 390 円） 

  その他 なし 

 ■送迎 あり（鶴岡市、三川町） 

 

 

 

 

 

 

 

サポートセンター ラブラドール 
放課後等デイサービス 児童発達支援 

ひとことメッセージ 

 

当事業所では、特に重い障がい

をお持ちの方への支援、活動の充

実を図っております。見学につい

ては、いつでも可能です。 
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〒997-0411 鶴岡市熊出字日鑓 68-1 

TEL 0235-53-3660 

 y.honma@dune.ocn.ne.jp 

 

団体概要 
 ■運営母体 株式会社ラブラドール 

 ■サービス提供日 ○月  ○火  ○水  ○木  ○金  ○土  日 ○祝  

 ■サービス提供時間 学校がある日  13:30 ～ 17:00 

           学校が休みの日  9:00 ～ 17:00 

■年間休業日 夏季 あり  年末年始 あり 

 

活動内容等について 
 ■定員 10 名 

 ■具体的な活動内容 

・集団活動（レクリエーション、うた、ダンス） 

・製作活動（壁面作り、季節ごとの作品作り） 

・個別活動（製作、学習、余暇） 

・スヌーズレン 

・花や農作物の水かけ、収穫等 

・カレーパーティー（夏休みに地域の施設で地域の方との交流） 

人形劇鑑賞、クリスマス会、お誕生会（月 1 回） 

おでかけドライブ、おやつ作り等 

 ■利用料金 受給者証に記載された金額 

 ■実費 

昼食  外注弁当あり（1 食 400 円）、その他（昼食持参も有） 

  おやつ あり（1 食 0 円） 

  その他 入浴（1 回 250 円） 

 ■送迎 あり 

 

 

 

  

 

 

 

 

ラブラドール あさひ館 
放課後等デイサービス 児童発達支援 

ひとことメッセージ 

 

 年齢の違うお友達や職員と、遊

びを通して社会のルールを学びま

す。楽しい気持ちを大切にし、

個々のペースに合わせて、本人の

やりやすい方法を工夫し、お手伝

いをします。卒業後を見据え、

様々な経験ができるように、活動

の機会を提供します。 
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 〒999-7782 東田川郡庄内町松陽 3-1-5 

 TEL 0234-42-2455 FAX 0234-42-3855 

 doremifa.shouyoukai@touhoku.me 

http://shouyoukai.web-shonai.com/ 

 

団体概要 
 ■運営母体 株式会社 翔陽会 

 ■サービス提供日 ○月  ○火  ○水  ○木  ○金  ○土  日 ○祝  

 ■サービス提供時間 学校がある日  14:30 ～ 18:00 

           学校が休みの日  9:00 ～ 18:00 

■年間休業日 夏季 なし  年末年始 あり 

（12 月 31 日～1 月 3 日） 

 

活動内容等について 
 ■定員 10 名 

 ■具体的な活動内容 

  ・平日はぬり絵、パズル、トランプ、おもちゃ等、室内での 

活動が多く、土曜・祝日は散歩や公園、ドライブなど、 

野外でおもいっきり体を動かしています。 

  ・その他、お花見、七夕、プール、芋煮会、七五三、 

クリスマス会 

 ■利用料金 受給者証に記載された金額 

 ■実費 

昼食  外注弁当あり（1 食 380 円） 

  おやつ あり（1 食 25 円） 

  その他 あり（レクリエーション費用） 

 ■送迎 あり 

 

 

 

 

 

 

 

  

ドレミファデイサービス 
放課後等デイサービス 児童発達支援 

タイムケア 短期入所 共同生活援助 

特定相談支援・一般相談支援 障害児相談支援 

  

ひとことメッセージ 

 

一人ひとりのニーズに合わせ

て楽しく活動できるよう、援助

しています。また地域の方々と

の交流を積極的に図り、四季

折々のイベントの開催等も企画

しております。 

 



 

児童発達支援・放課後等デイサービスガイド BOOK 
２０２２年１０月発行 

鶴岡市障害者地域自立支援協議会 こども部会 

鶴岡市放課後等デイサービスガイドブック作成委員会 
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