
高岡市 児童通所 
 
事業所名 

高岡市きずな子ども発達支援センター                平成１１年６月１日 開設  

 
 

 
1,基本情報 
所在地 933-0062 

高岡市江尻 279 
電話 0766-21-3615 
FAX 0766-27-7080 
E-mail kizuna@city.takaoka.lg.jp 
HP https://www.city.takaoka.toyama.jp/ 

kizuna/kosodate/shien/hattatsu.html 

交通 加越能バス 職業安定所前下車徒歩 5 分 

万葉線 市民病院前下車徒歩５分 

運営主体 高岡市 
2,施設全景 

   

3,サービスの種類・定員 
【通園部門】 
①児童発達支援 30 名 
②医療型児童発達支援  20 名 

   【外来部門】 １日あたり 20 名 
  ※上記サービスを利用するには、事前に当センターの 
  医師による診察が必要です。 
 

 
４,対象者 
【通園部門】 
・知的・発達に気がかりのある３歳～就学前の子どもで、通 
園バスによる通園が可能な方 
・運動機能に障がいを持つ２歳～就学前の子どもで、家族 
との通園が可能な方 
【外来部門】 

  発達に気がかりのある在宅または保育園・幼稚園・認定 
こども園に通う就学前の子どもで、月に２～３回家族と共
に通える方 

 
5,活動内容等 
  日常生活訓練、集団生活適応訓練 
  グループ指導、個別指導 
 
６,営業日、時間等 
   開園日：月曜日～金曜日 9:00～17:00 

休園日：土曜日、日曜日、国民の祝日 
         年末年始（12/29～1/3） 
7,従事者 

所長(医師)、児童発達支援管理責任者、保育士、 
児童指導員、看護師、機能訓練士、調理員他 
 

８,利用の条件等 
送迎 無 
食事・おやつ 提供有（実費） 
キャンセル料 ― 

  事業所紹介 

高岡市きずな子ども発達支援センターは、心身の発達に特別な配慮や支援が必要な子どものために、医師・看
護師・訓練士・保育士、教師などが連携して療育を行うことで、子どもの健やかな発達と自立への基礎作りを目的
とした、医療型児童発達支援センターです。 
 当センターでは、子どもの状況に応じた多様で柔軟な療育、通園部門における保育士と訓練士が協力して集 
団指導を行う「タイアップ指導」など、特色のある療育を行っています。 
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高岡市 児童通所 
 
事業所名 

つくしの家といで                      平成 25 年 4 月 1 日 指定  
 
１,基本情報 
所在地 939-1116 

高岡市戸出吉住 503 
電話 0766-63-3908 
FAX 0766-63-3912 
E-mail toide503@yahoo.co.jp 
HP http://www.tsukushi-kobo.co.jp/ 

交通 城端線 戸出駅下車 庄川方面徒歩
35 分 

運営主体 株式会社つくし工房 
２,施設全景 
      

 
 
 
 
 

3,サービスの種類・定員 
・児童発達支援 
・放課後等デイサービス 
※定員は両サービス合わせて 5 名です。 
 
４,対象者 
重症心身障害児を主に受け入れています。 

 
5,活動内容等 
 季節の装飾作り、おやつ作り、散歩、トランポリン、 
誕生会など 
 
６,営業日、時間等 
 営業日 月曜日～土曜日 
 営業時間      8：45～17：30 
 サービス提供時間 9：00～17：00 
 休業日 年末年始、こどもの日、お盆 3 日間 
  令和４年 10 月から土曜日は完全休業となります。 
7,従業者 
 介護福祉士、ヘルパー2 級、看護師 
 
８,利用の条件等 

送迎 
(有) 送迎ができる地域かは直接
事業所へお問い合わせください 

食事 
(有) 昼食・おやつセット 400 円 
    おやつのみ      50 円 

キャンセル料 
当日食事をキャンセルされた場合 
 キャンセル料 400 円 

 
９,利用料金 
お問い合わせください。

事業所紹介 
古民家を再生したアットホームな環境の中でゆったりと過ごしていただけます。利用者様
が笑顔で過ごせるように、笑顔で帰れるような居心地の良い場所を目指し、職員一同
日々業務にあたっています。 
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高岡市 児童通所 
 
事業所名 

チャイルドサポートこぱん               平成２６年３月１日 指定  
 
1,基本情報 
所在地 933-0826 

高岡市佐野５４８－２ 
電話 0766-54-5703 
FAX 0766-54-5704 
E-mail info@kuruminomori-963.com 
HP https://kuruminomori-963.com/ 
交通 高岡駅から車で約１5 分 
運営主体 社会福祉法人くるみ 
 
2,施設全景 
 
 
 
 
 
 
3,サービスの種類・定員 
放課後等デイサービス（１０人） 
 
4,対象者 
身体障害、知的障害、発達障害、 
支援の必要な児童・生徒 
 
 
 

 
5,活動内容等 
学校在学中の支援の必要なお子さんに対し、放課後や
夏休み等の長期休業中において、生活能力向上の為
の訓練等を継続的に行います 
 
6,営業日、時間等 
営業日：月曜日～金曜日 13:00～17:30 
      土曜日・長期休み  9:00~1６:00 
休業日：祝日、月１回土曜日、毎週日曜日、 

年末年始、お盆など 
 
７,従事者 
保育士、児童指導員、社会福祉士、精神保健福祉士、
介護福祉士、中学校教員資格、強度行動障害支援
者養成研修修了者 
 
８,利用の条件等 
送迎 有 (学校) 
食事 有 (一日利用時) 
キャンセル料 有（２日前より発生） 

 
９,利用料金 
・自己負担金 
・お昼代 ５５０円 
・おやつ代 １００円 
・教材費 ５０円 

 

事業所紹介 

チャイルドサポートこぱんでは、子ども１人ひとりに合わせた対応をしています。子ども達の好みや特性に応じた楽しい遊び
や活動を通し、社会性やコミュニケーション力の向上等その子どもに必要なサポートを行います。七夕やクリスマス会など
季節を感じる活動や年齢に応じた子ども達の社会体験も大切にしたいと考えています。 
 

- 3 -



高岡市 児童通所 
 
事業所名 

そら                                       平成 27 年２月 1 日 指定  

 

1,基本情報 
所在地 933-0902 

高岡市向野町 3 丁目 43 番 26 
電話 0766-28-7272 
FAX 0766-28-7273 
HP asico-sora.com 
E-mail  
交通 万葉線市民病院前徒歩 5 分 

運営主体 アスイコ合同会社 
 
２,サービスの種類・定員 
・放課後等デイサービス(10 人) 
 
３,対象者 
視覚、聴覚,知的,精神,発達障がい 
 
４,活動内容等 
1. 日常生活動作、歩行、軽スポーツ、音楽活動等 
2. 集団生活適応支援 
3. 絵画、工作、調理等 
4. 余暇活動 
5. 医療、福祉、生活の相談等 
6. 家族等に対する介護技術助言等 

5,営業日、サービス提供時間,休業日 
月曜日～金曜日 放課後～17:30 
土曜日及び学校休業日 9:00～17:00（前後で延
長対応は可能です） 
休業日: 土日祝日、お盆、年末年始等法人が定めた
日※土曜日は開所日以外が休業日です 
 
６,従事者 
資格：介護福祉士、社会福祉士、保育士、教員免許、
行動援護従事者研修修了者、心理指導担当職員等 
 
７,利用の条件等 
送迎 有 原則、高岡市内。市外要相談 

食事 有 350 円～（税込み）選択可 

キャンセル料 有 加算（サービス利用料金）にて対応 

延長 有 学校休業日のみ可能 

８,利用料金 
1,190 円から 1,652 円程度（1 日あたりの利用料金
＝サービス利用料金＋おやつ代です。） 
イベント費 前月に内容をお知らせいたしますのでその都
度、ご確認ください。 
※弊社のサービスを利用するために上記以外その他の月
額料金(会費等)や契約金、年会費はありません。

 
事業所紹介 
そらは、様々な遊びを通じて、楽しくわくわくした充実した生活を支援します。Action(行動する)、Sociality(社会性)、
Imagination(想像、創造)、Communication(伝える)の 4 つの力、視点から支援を行います。 
本人を理解し本人のペースを大切にしながら日常生活における基本動作を習得し、自立に向けた適切な支援を行い集団生
活ができるように支援を行います。 
放課後にダンス講師を招いて、定期的にダンス教室を行っています。また、不定期に講師を招いて母の日等季節感を大切に
したイベントを行っています。今後今まで以上に活動的に取り組んでいきます。 
夏休み等長期休暇や土曜日にショッピングモール、映画館、カラオケ、キャンプ、水族館、創作体験、地域の交通機関、北陸
新幹線、釣り、BBQ 等の社会資源を活用して地域社会で生活できるために必要な社会ルールを学ぶ支援を行っています。 
イベント以外でも図書館や公園、おやつ、日用品、本、おもちゃの購入等で日ごろからたくさん出かける機会があります。お菓
子作りや工作等で何かをつくる場合は必ず子どもたちと一緒に材料の買出しにでかけています。 
本人の自己実現、多様な生活につなげるために、高岡市、富山県内外全てを活動の場、遊び場にできるよう取り組みます。 
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高岡市 児童通所 
 
事業所名 

つくしの家高岡                       平成 27 年 11 月 1 日 指定  
 
１,基本情報 
所在地 933-0902 

高岡市向野町 4-31-1 
電話 0766-24-2733 
FAX 0766-24-2768 
E-mail tsukushi-takaoka@arrow.ocn.ne.jp 
HP つくしグループ tsukushi-kobo.co.jp 
交通 高岡駅から車で 10 分 

万葉線高岡市民病院前から徒歩 5 分 
運営主体 株式会社つくし工房 
２,施設全景 

      
3,サービスの種類・定員 
・児童発達支援 
・放課後等デイサービス 
※定員は両サービス合わせて５名です 
 
４,対象者 
重症心身障害児を主に受け入れています。 

 
5,活動内容等 
レクリエーション、季節を感じる製作、納涼祭、クリスマス会
など 
 
6,営業日、時間、設備等 
営業日:月曜日～土曜日 8：30～17:30 
サービス提供時間：9：00～17：00 
休業日: 日曜日、土曜日（月 2 回）年末年始、お盆

休み、ＧＷは2日ほどお休みの場合があります
（5/5 こどもの日はお休みです） 

令和４年 10 月からは土曜日は完全休業となります。 
 
7,従業者 
 児童発達支援管理責任者、介護福祉士、看護師、
調理員、送迎職員 
 
８,利用の条件等 

送迎 
(有) 送迎ができる地域かは直接
事業所へお問い合わせください 

食事 
(有) 昼食・おやつセット 400 円 
    おやつのみ      50 円 

キャンセル料 
当日食事をキャンセルされた場合 
 キャンセル料 400 円 

 
 
 

事業所紹介 
明るい施設内でとびっきり明るい職員で構成されており、アットホームな雰囲気で毎日
楽しく利用者さんと過ごしています。季節ごとの装飾にもこだわっており、いつでも明るく
楽しい雰囲気です！ 
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高岡市 児童通所 
 
事業所名 

ソラ                                       平成２８年４月 1 日 指定  
1,基本情報 
所在地 933-0056 

高岡市中川 1-5-34 
電話 0766-28-7272 
FAX 0766-28-7273 
HP asico-sora.com 
E-mail  
交通 万葉線志貴野中学校前徒歩 10 分 

運営主体 アスイコ合同会社 
 
２,サービスの種類・定員 
・放課後等デイサービス(10 人) 
 
３,対象者 
肢体不自由、視覚、聴覚,知的,精神,発達障がい 
 
４,活動内容等 
1. 日常生活動作、歩行、軽スポーツ、音楽活動等 
2. 集団生活適応支援 
3. 絵画、工作、調理等 
4. 余暇活動 
5. 医療、福祉、生活の相談等 
6. 家族等に対する介護技術助言等 

5,営業日、サービス提供時間、休業日 
月曜日～金曜日 放課後～17:30 
土曜日及び学校休業日 9:00～17:00（前後で延
長対応は可能です） 
休業日: 土日祝日、お盆、年末年始等法人が定めた
日※土曜日は開所日以外が休業日です 
 
６,従事者 
資格：介護福祉士、社会福祉士、保育士、教員免許、
行動援護従事者研修修了者、心理指導担当職員等 
 
７,利用の条件等 
送迎 有 原則、高岡市内。市外要相談 

食事 有 350 円～（税込み）選択可 

キャンセル料 有 加算（サービス利用料金）にて対応 

延長 有 学校休業日のみ可能 

８,利用料金 
1,180 円から 1,609 円程度（1 日あたりの利用料金
＝サービス利用料金＋おやつ代です。） 
イベント費 前月に内容をお知らせいたしますのでその都
度、ご確認ください。 
※弊社のサービスを利用するために上記以外その他の月
額料金(会費等)や契約金、年会費はありません

 
事業所紹介 
ソラは、様々な遊びを通じて、楽しくわくわくした充実した生活を支援します。Action(行動する)、Sociality(社会性)、
Imagination(想像、創造)、Communication(伝える)の 4 つの力、視点から支援を行います。 
本人を理解し本人のペースを大切にしながら日常生活における基本動作を習得し、自立に向けた適切な支援を行い集団生
活ができるように支援を行います。 
放課後にダンス講師を招いて、定期的にダンス教室を行っています。また、不定期に講師を招いて母の日等季節感を大切に
したイベントを行っています。今後今まで以上に活動的に取り組んでいきます。 
夏休み等長期休暇や土曜日にショッピングモール、映画館、カラオケ、キャンプ、水族館、創作体験、地域の交通機関、北陸
新幹線、釣り、BBQ 等の社会資源を活用して地域社会で生活できるために必要な社会ルールを学ぶ支援を行っています。 
イベント以外でも図書館や公園、おやつ、日用品、本、おもちゃの購入等で日ごろからたくさん出かける機会があります。お菓
子作りや工作等で何かをつくる場合は必ず子どもたちと一緒に材料の買出しにでかけています。 
本人の自己実現、多様な生活につなげるために、高岡市、富山県内外全てを活動の場、遊び場にできるよう取り組みます。 
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高岡市 児童通所 
 
事業所名 
キッズサポートらら・こぱん                平成２９年４月１日 指定  
 
1,基本情報 
所在地 〒933-0826 

高岡市佐野５４８－２ 
電話 0766-54-5703 
FAX 0766-54-5704 
E-mail info@kuruminomori-963.com 
HP https://kuruminomori-

963.com/ 
交通 高岡駅から車で約１5 分 
運営主体 社会福祉法人くるみ 
 
2,施設全景 
 
 
 
 
 
 
 
3,サービスの種類・定員 
児童発達支援（５人） 
 
4,対象者 
重症心身障害児を主とした身体、知的、発達障害、 

医療的ケア等の支援の必要な未就学児 
 

 
5,活動内容等 
支援の必要な未就学児に対し、日常生活における

基本的な動作、知識技術、集団活動への適応訓練

などの支援を行います 
 
6,営業日、時間等 
営業日：月曜日～金曜日 10:00～15:00 
休業日：祝日、土曜日、日曜日、年末年始、 

お盆など 
 
７,従事者 
保育士、社会福祉士、看護師、理学療法士、 
幼稚園教員資格、小学校教員資格、特別支援学校

教員資格、高等学校教員資格 
 
８,利用の条件等 
送迎 有 (自宅への迎えのみ) 
食事 有 (１日利用時) 
キャンセル料 有（２日前より発生） 
 
９,利用料金 
・自己負担金 
・お昼代 ５５０円 
・おやつ代 １００円 
・教材費 ５０円 
 

 

 
 
 
事業所紹介 
キッズサポートらら・こぱんでは、個々の能力や個性を大切に育んでいきたいと考えてます。その為、一人

ひとりにあった活動や遊び、リハビリの提供、グループ活動や様々な社会体験を実施し、子どもたちの将来

を見据えた発達支援を行っています。 
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高岡市 児童通所 
 
事業所名 

戸出おおかみの家                                平成 24 年４月１日指定 
 
1,基本情報 
所在地 939-1102 

高岡市戸出狼１０８－１４ 
電話 ０７６６－６３－３５００ 
FAX ０７６６－６３－３５００ 
E-mail  
HP  
交通 戸出駅から１０分 
運営主体 エスエイチ（株） 
 
2,サービスの種類・定員 
放課後等デイサービス 10 人 
 
3,対象者 
障がい児 
 
4,活動内容等 
 
 
5,営業日、時間等 
営業日:月曜～金曜 
休業日:(土日) 

 
6,従事者 
介護福祉士 
看護師 
准看護師 
社会福祉主事 
保育士 
 
7,利用の条件等 

送迎 
対応可能（片道 54 円） 
キャンセル料 94 円（2 日前まで） 

食事 ４００円 
キャンセル料  

 
8,利用料金 
656 円から 1,095 円程度（負担上限額以内） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

事業所紹介 

 
施設ではなく、普通の家での生活を支援します。 
生活や、学習のつまづきを支援します。 
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高岡市 児童通所 
 
事業所名 

放課後等デイサービスふくろうの家          平成２９年 7 月 1 日 指定  
 
1,基本情報 
所在地 933-0806 

高岡市赤祖父 468 
電話 0766-54-5103 
FAX 0766-54-0513 
E-mail owl.koumuten@coral.plala.or.jp 
HP https://fukurounoie.jp/ 
交通 高岡駅南口から車で 3 分 
運営主体 ㈱オウル工務店 
 
2,施設全景 

 

3,サービスの種類・定員 
放課後等デイサービス・児童発達支援 
（合わせて 10 名） 

4,対象者 
知的、精神、発達障がいの方 

 
5,活動内容等 
・個別活動―社会性活動、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ活動、制作活

動 
・集団活動―感覚活動、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ活動、運動活動、 

日常生活動作、戸外活動、余暇活動 
6,営業日、時間等 
営業日:月～金 

≪放デイ≫放課後～18:00(延長可能） 
≪児童発達≫10:00～16:00(延長可能) 
土、日、祝日、休校日 
≪放デイ≫9:00～17:00(延長可能） 
≪児童発達≫9:00～16:00(延長可能) 

休業日:お盆…８月 14 日～16 日 
年末年始…12 月 29 日～1 月 3 日 

７,従事者 
保育士、幼稚園教諭２級、介護福祉士、 
児童指導員 

 
８,利用の条件等 
送迎 有(加算にて対応) 

食事 有：実費 

キャンセル料 
有：実費はありませんが、加算（ｻｰﾋﾞｽ利

用料金）にて対応 

 
９,利用料金 

１回あたりの利用料金＝サービス利用料金＋実費
（おやつ代￥100）

 

事業所紹介 

家庭的な雰囲気の中でいろいろな『体験』・『遊び』・『学び』を通じて、たくさんの感動や経験を積み重ねていく場を提
供し、一人一人の可能性を大切に支援を行います。 
  毎日の集団活動や、休校日の戸外・社会性活動を通して、友達や社会と関わる経験を多く積み重ねていってほしい
と思っています。 
 

- 9 -



高岡市 児童通所 
 
事業所名 

ＳＯＲＡ 
                                       平成 27 年２月 1 日 指定  

 

1,基本情報 
所在地 933-0902 

高岡市向野町 3 丁目 43 番 26 
電話 0766-28-7272 
FAX 0766-28-7273 
HP asico-sora.com 
E-mail  
交通 万葉線市民病院前徒歩 5 分 

運営主体 アスイコ合同会社 
 
２,サービスの種類・定員 
・放課後等デイサービス(10 人) 
 
３,対象者 
視覚、聴覚,知的,精神,発達障がい 
 
４,活動内容等 
1. 日常生活動作、歩行、軽スポーツ、音楽活動等 
2. 集団生活適応支援 
3. 絵画、工作、調理等 
4. 余暇活動 
5. 医療、福祉、生活の相談等 
6. 家族等に対する介護技術助言等 

5,営業日、サービス提供時間,休業日 
月曜日～金曜日 放課後～17:30 
土曜日及び学校休業日 9:00～17:00（前後で延
長対応は可能です） 
休業日: 土日祝日、お盆、年末年始等法人が定めた
日※土曜日は開所日以外が休業日です 
 
６,従事者 
資格：介護福祉士、社会福祉士、保育士、教員免許、
作業療法士、行動援護従事者研修修了者等 
 
７,利用の条件等 
送迎 有 原則、高岡市内。市外要相談 

食事 有 350 円～（税込み）選択可 

キャンセル料 有 加算（サービス利用料金）にて対応 

延長 有 学校休業日のみ可能 

８,利用料金 
1,180 円から 1,642 円程度（1 日あたりの利用料金
＝サービス利用料金＋おやつ代です。） 
イベント費 前月に内容をお知らせいたしますのでその都
度、ご確認ください。 
※弊社のサービスを利用するために上記以外その他の月
額料金(会費等)や契約金、年会費はありません。

 
事業所紹介 
SORA は、様々な遊びを通じて、楽しくわくわくした充実した生活を支援します。Action(行動する)、Sociality(社会性)、
Imagination(想像、創造)、Communication(伝える)の 4 つの力、視点から支援を行います。 
本人を理解し本人のペースを大切にしながら日常生活における基本動作を習得し、自立に向けた適切な支援を行い集団生
活ができるように支援を行います。 
放課後にダンス講師を招いて、定期的にダンス教室を行っています。また、不定期に講師を招いて母の日等季節感を大切に
したイベントを行っています。今後今まで以上に活動的に取り組んでいきます。 
夏休み等長期休暇や土曜日にショッピングモール、映画館、カラオケ、キャンプ、水族館、創作体験、地域の交通機関、北陸
新幹線、釣り、BBQ 等の社会資源を活用して地域社会で生活できるために必要な社会ルールを学ぶ支援を行っています。 
イベント以外でも図書館や公園、おやつ、日用品、本、おもちゃの購入等で日ごろからたくさん出かける機会があります。お菓
子作りや工作等で何かをつくる場合は必ず子どもたちと一緒に材料の買出しにでかけています。 
本人の自己実現、多様な生活につなげるために、高岡市、富山県内外全てを活動の場、遊び場にできるよう取り組みます。 
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高岡市 児童通所 
 
事業所名 

はなれの家                          平成 30 年 4 月 1 日 指定  
 
1,基本情報 
所在地 934-0093 

高岡市放生津 8-6 
電話 0766-50-9164 
FAX 0766-50-9163 
E-mail akaakarenga@yahoo.co.jp 
HP  
交通  
運営主体 ハッピーライフ株式会社 
 
2,施設全景 
 

 
 
3,サービスの種類・定員 
放課後等デイサービス（介護保険含め 1 日 10 名） 
 
 

 
4,対象者 
放課後等デイサービス受給者証をお持ちの方 
 
5,活動内容等 
学校帰りや、休日の受入をしています。 
宿題や、個人個人の好きな（やりたい）事をして、過ご
していただいています。 
 
6,営業日、時間等 
営業日:月曜日～土曜日 8:30～17:30 
休業日:日、年末年始、お盆 
 
７,従事者 
介護福祉士 機能訓練士 教諭免許、看護師 
 
８,利用の条件等 
送迎 有 
食事 有 
キャンセル料 無 

 
９,利用料金 
共生型放課後デイサービスに準ずる

 

事業所紹介 

高齢者やスタッフの子供がいて、幅広い世代の方と触れ合うことができます。 
ドライブに行ったり、おやつを作ったり、スタッフに話を聞いてもらったり・・・ 
家庭的でにぎやかなスタッフが、お待ちしています。
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高岡市 児童通所 
 
事業所名 

ファミリーサポートハウスわか木              平成 16 年 7 月 1 日 指定  
 
1,基本情報 
所在地 933-0958 

高岡市波岡 61 番 1 
電話 0766-23-9080 
FAX 0766-23-9087 
E-mail dayservice@wakaki.net 
HP http://wakaki.net 
交通 あいの風高岡駅から車で 15 分 

バスで高岡商業高校前下車徒歩
8 分 

運営主体 有限会社 わか木 
 
2,施設全景 

 

 
3,サービスの種類・定員 
10 名 
 (生活介護・放課後デイサービス・日中一時・通所介護全て含む) 

 
4,対象者 
知的,発達障がい 
 
5,活動内容等 
年齢や障害の有無に関わらず、 
どなたでもご利用いただける富山型デイサービスです。 
 
6,営業日、時間等 
営業日:月曜日～土曜日 8：00～18：00 
休業日:(日、年末年始、お盆など) 
 
７,従事者 
 介護福祉士、看護師、柔道整復師 
 
８,利用の条件等 
送迎 学校へのお迎えも行います。 
食事 昼食 600 円 
キャンセル料 なし 

 
９,利用料金 
自己負担は利用料金の 1 割となります。 
利用者負担額：１割 
※但し、負担上限月額があります。 
  ご家庭ごとに突き当りの利用料の上限が設定されます。 
 

 

事業所紹介 

総定員 10 名の小規模施設です。 
お子様が安全に、安心して、楽しく過ごせるよう、ご本人やそのご家族様のニーズに最大限にお応えします。 
また定期・不定期のご利用、急なご利用も、出来る限り対応しています。 
日中一時支援も対応しております。 
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高岡市 児童通所 
 
事業所名 

デイケアハウス手をつなごう                平成１８年４月１日 指定  
 
1,基本情報 
所在地 933-0045 

高岡市本丸町１３番１８号 
電話 0766-21-0976 
FAX 0766-21-0966 
E-mail hand@p1.coralnet.or.jp 
HP http://www1.coralnet.or.jp/hand/ 
交通 万葉線広小路駅より徒歩２分 

運営主体 
特定非営利活動法人 
デイケアハウス手をつなごう 

2,施設全景 

 
3,サービスの種類・定員 
・放課後等デイサービス及び児童発達支援 
（共生型施設の為、介護保険・生活介護と合わせ 

て１０人） 
・日中一時支援（１０人程度） 
 
4,対象者 
児童発達支援、放課後等デイサービス、日中一時支援
のいずれかを支給決定されておられる方全て。 
但し、看護師配置が無い為、医療的ケアが必要な場合
は受け入れができません。 

 
5,活動内容等 
個人のペースで過ごして頂きながら、工作やレクリエーショ
ン、外出等、本人が取り組みたいと思われることを中心に
活動しています 
 
6,営業日、時間等 
営業日:日曜日～土曜日 ８:３０～１８:００ 

※時間外については応相談 
休業日:１２月３1 日～１月３日 
 
７,従事者 
介護福祉士、保育士、作業療法士、栄養士、社会福
祉主事等 
 
８,利用の条件等 
送迎 応相談 
食事 ６００円 
キャンセル料 なし 

 
９,利用料金 
１回 450 円から 1300 円程度（１回あたりの利用料
金=サービス利用料金+実費費用） 
※基本利用料は国及び自治体の定めるものに準拠しま
す。法改正や当施設が対応している加算により増減しま
すのでご了承ください。 
 

 

事業所紹介 

手をつなごうは平成 8 年に、介護をする家族の気持ちを聴いて、介護をする家族を支援するために立ち上げました。現
在は家族に対する支援をはじめ、利用者さんの居場所の一つとして、特に決まった日課などを設けず、のんびりと過ごせ
るよう運営させて頂いています。障がいの種類や有無に関わらず、子どもや大人、高齢者など、様々な年代の人たちが一
緒に過ごし、遊んだり助け合ったりと、人との関わりを大切にしています。 
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高岡市 児童通所 
事業所名 

小規模多機能ホームひらすま 
児童発達支援・放課後等デイサービス事業所                    平成 18 年４月 1 日 指定  
1,基本情報 
所在地 933-0908 高岡市木町２番２５号 
電話 25-5010 
FAX 25-5710 
E-mail hirasuma@p1.tcnet.ne.jp 
HP http://toyamagata.com/hirasuma/index.html 

交通 加越能バス停「開発町」から徒歩４
分 

運営主体 特定非営利活動法人ひらすま 
 
2,施設全景 

 
 
3,サービスの種類・定員 
・児童発達支援(他のサービス利用者と合わせて 10 人) 
・放課後等デイサービス(合わせて 10 人) 
・日中一時支援(３人) 

4,対象者 
児童発達支援、放課後等デイサービス、日中一時支援
の支給決定されている方すべて 
 
5,活動内容等 
お一人お一人に合わせたリハビリ、外出、散歩などの活
動を行っています。普通の暮らしを大切にし、日々の生
活をリハビリに活用しています。相談支援員がたてた個別
支援計画書に沿って支援しています。 
 
6,営業日、時間等 
年中無休  8:30～17:30 
 
７,従事者 
保育士、介護福祉士、社会福祉士、看護師、保健師
の資格保有者が従事しています 
 
８,利用の条件等 
送迎 応相談 

食事 
６００円（おやつ代含む） 
※外食や外出時のおやつは実費負担 

キャンセ
ル料 

キャンセル料は発生しませんが、なるべく
早めに連絡していただけると助かります。 

 
９,利用料金 
一日につき 123 円～655 円＋食事代 

事業所紹介 

「ひらすま」は富山の方言で「お昼寝、お昼休み」という意味です。年齢や障害の有無に関わらず、誰でも利用できる「ひ
らすま」。家庭的な雰囲気の中で様々な年齢層の中で過ごし、個性が光る居場所です。 
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高岡市 児童通所 
事業所名 

小規模多機能ホームひらすまあらいべ 
児童発達支援・放課後等デイサービス事業所                    平成 24 年 4 月 1 日 指定 

 

1,基本情報 
所在地 933-0908 高岡市木町１番４０号 

電話 24-4021 
FAX 24-4021 
E-mail araibe@ka3.so-net.ne.jp 
HP http://toyamagata.com/hirasuma/index.html 

交通 加越能バス停「開発町」から徒歩５分 
運営主体 特定非営利活動法人ひらすま 
2,施設全景 

 
3,サービスの種類・定員 
・児童発達支援(他のサービス利用者と合わせて 15 人) 
・放課後等デイサービス(合わせて 15 人) 
・日中一時支援(３人) 
 
4,対象者 
児童発達支援、放課後等デイサービス、日中一時支援
の支給決定されている方すべて 

5,活動内容等 
お一人お一人に合わせたリハビリ、外出、散歩などの活
動を行っています。普通の暮らしを大切にし、日々の生
活をリハビリに活用しています。相談支援員がたてた個別
支援計画書に沿って支援しています。 
 
6,営業日、時間等 
年中無休  8:30～17:30 
 
７,従事者 
介護福祉士、看護師、の資格保有者が従事しています 
 
８,利用の条件等 
送迎 応相談 

食事 
６００円（おやつ代含む） 
※外食や外出時のおやつは実費負担 

キャンセ
ル料 

欠席時対応加算が発生する場合があり
ます。なるべく早めに連絡していただけると
助かります。 

 
９,利用料金 
サービス内容により異なりますので、詳細は事業所までお
たずねください。

事業所紹介 

「ひらすま」は富山の方言で「お昼寝、お昼休み」という意味です。年齢や障害の有無に関わらず、誰でも利用できる「ひ
らすま」。家庭的な雰囲気の中で様々な年齢層の中で過ごし、個性が光る居場所です。 
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高岡市 児童通所 
 
事業所名 

チャイルドパワー                        平成 30 年 6 月 1 日 指定  
 
1,基本情報 
所在地 933-0871 

高岡市駅南 1-1-18 中野ビル３F 
電話 0766-24-3311 
FAX 0766-24-3311 
E-mail info@child-power.com 
HP http://www.child-power.com 
交通 高岡駅から徒歩 1 分 
運営主体 株式会社チャイルドパワー 
2,施設全景 

 
3,サービスの種類・定員 
・児童発達支援 
・放課後等デイサービス 
4,対象者 
発達障害 

5,活動内容等 
・小グループ指導：小学校生活に必要なスキル・ソーシ

ャルスキルを身に付けるプログラム 
（プレ小学校：年長対象、小学塾：小学生対象） 

※別室のモニターで授業の様子をご覧いただけます。 
・個別の学習指導（ご本人の特性に合わせて） 
・アセスメントの実施（聞き取り、検査、観察等） 
6,営業日、時間等 
営業日:月・火・水・金 12：00～18：00 
     土         9：00～17：00 
休業日:(木・日・祝、年末年始、お盆など) 
７,従事者（資格） 
小・中学校教諭、特別支援学校教諭、保育士、 
特別教育支援士、日本 LD 学会正会員、 
認定心理士 
８,利用の条件等 
送迎 無 
キャンセル料 無 

９,利用料金 
基本給付費の１割負担 
（1 回あたり 604～721 円程度＋学習指導にかかわる
教材費 300 円）、 
 

事業所紹介 

集団行動ができなかったり、人間関係をうまく結べなかったりするお子様は、将来、社会生活の中でいろいろつまずくことが
多くなる可能性があります。こういった発達障害のお子様は、またその可能性のあるお子様は、できるだけ早い時期に、お
子様に合った指導を受ける必要があると感じております。 
お子様が、小学校での集団行動や学習に困難なくスムーズに取り組めるようにするためには、学校生活での身辺自立、
集団行動、学習態度、コミュニケーション能力などを身に付けなければなりません。そうするために長年、教職の現場で指
導してきた経験者が、さらに研修・研究を重ね、学校の現場だけではできないチャイルドパワー独自の支援プログラムを作
り、お子様に寄り添った指導を実施いたしております。お気軽にお問い合わせください。                                                                                 
 

10 人 

Ｄ―パーキング 
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高岡市 児童通所 
 
事業所名 

とらいあんぐる                      令和元年 11 月 1 日 指定  
 
1,基本情報 
所在地 939-1114 

高岡市戸出西部金屋 418 
電話 0766-92-0731 
FAX 0766-92-0732 
E-mail Torai1101@joy.ocn.ne.jp 
HP https://torai0120.wixsite.com/kids-triangle 

交通 高岡砺波スマートインターチェンジ、毘沙門堂近く 

運営主体 （株）とらいあんぐる 
 
2,施設全景 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

3,サービスの種類・定員 
放課後等デイサービス 10 人 
 

 
 
 

 
4,対象者 
身体障害・知的障害・発達障害・支援の必要な児童・
生徒 
 
5,活動内容等 
1 人ひとりにあった身体的・精神的サポートのプログラムに
ついて、専門職と連携をとりアドバイスを頂き、継続的に
支援を行っています。 
日常生活訓練、集団生活適応訓練 
 
6,営業日、時間等 
月曜∼金曜  9：00～18：00 
土曜      9：00～16：00 
休校日    9：00～17：00 
休業日  日曜・祝日・お盆休み・年末年始 
７,従事者（資格） 
児童発達支援管理責任者、幼稚園教諭、保育士、看
護師 その他 
 
８,利用の条件等 
送迎 有（詳細お問い合わせください） 
食事 350 円   おやつ 50 円 
キャンセル料  

 
９,利用料金 
一回当たりの利用料金＝サービス利用料金+実費費用 

事業所紹介 
・白いネコちゃん看板が目印の、敷地 430 坪内にある事業所で、自然の中で発達障害・或いはその疑いの強いお子様
に対して支援を行っています。 
・興味のあることを大切にしながら、1 人ひとりの課題を見つけることから始め、多職種との連携をとりながら「できること」を
一緒に考えています。 
・毎日の生活習慣を継続し、ご家庭では体験できない集団遊び・工作・音楽・イベントなどを通じて、社会性やコミュニケ
ーション能力を育んでいきます。 
・動物保護活動にも参加しており、お世話をしながら「いのちのたいせつさ」を一緒に考えていきます。 
・地域との交流にも取り組みながら、「共に生きる」を大切にしております。みんなが一緒に笑顔になれる時間を、過ごすこ
とができるよう支援しております。 
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高岡市 児童通所 
 
事業所名 

空                                           令和２年４月１日 指定  
1,基本情報 
所在地 933-0941 

高岡市内免 2 丁目８－４３ 
電話 0766-28-7272 
FAX 0766-28-7273 
E-mail  
HP asico-sora.com 
交通  加越能バス 内免 徒歩 3 分 
運営主体  アスイコ合同会社 
 
2,サービスの種類・定員 
・放課後等デイサービス(10 人) 
 
3,対象者 
視覚、聴覚,知的,精神,発達障がい 
 
4,活動内容等 
1. 日常生活動作、歩行、軽スポーツ、音楽活動等 
2. 集団生活適応支援 
3. 絵画、工作、調理等 
4. 余暇活動 
5. 医療、福祉、生活の相談等 
6. 家族等に対する介護技術助言等 

5,営業日、時間等 
月曜日～金曜日 放課後～18:00 
土曜日及び学校休業日 9:00～17:00（前後で延
長対応は可能です） 
休業日: 土日祝日、お盆、年末年始等法人が定めた
日※土曜日は開所日以外が休業日です 
 
6,従事者（資格） 
資格：介護福祉士、社会福祉士、保育士、理学療法
士、行動援護従事者研修修了者等 
 
7,利用の条件等 
送迎 有 原則、高岡市内。市外要相談 
食事 有 350 円～（税込み）選択可 
キャンセル料 有 加算（サービス利用料金）にて対応 

延長 有 学校休業日のみ可能 
8,利用料金 
1,190 円から 1,652 円程度（1 日あたりの利用料金
＝サービス利用料金＋おやつ代です。） 
イベント費 前月に内容をお知らせいたしますのでその都
度、ご確認ください。 
※弊社のサービスを利用するために上記以外その他の月
額料金(会費等)や契約金、年会費はありません。

事業所紹介 
空は、様々な遊びを通じて、楽しくわくわくした充実した生活を支援します。Action(行動する)、Sociality(社会性)、
Imagination(想像、創造)、Communication(伝える)の 4 つの力、視点から支援を行います。 
本人を理解し本人のペースを大切にしながら日常生活における基本動作を習得し、自立に向けた適切な支援を行い集団生
活ができるように支援を行います。 
放課後にダンス講師を招いて、定期的にダンス教室を行っています。また、不定期に講師を招いて母の日等季節感を大切に
したイベントを行っています。今後今まで以上に活動的に取り組んでいきます。 
夏休み等長期休暇や土曜日にショッピングモール、映画館、カラオケ、キャンプ、水族館、創作体験、地域の交通機関、北陸
新幹線、釣り、BBQ 等の社会資源を活用して地域社会で生活できるために必要な社会ルールを学ぶ支援を行っています。 
イベント以外でも図書館や公園、おやつ、日用品、本、おもちゃの購入等で日ごろからたくさん出かける機会があります。お菓
子作りや工作等で何かをつくる場合は必ず子どもたちと一緒に材料の買出しにでかけています。 
本人の自己実現、多様な生活につなげるために、高岡市、富山県内外全てを活動の場、遊び場にできるよう取り組みます。 
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高岡市 児童通所 
 
事業所名 

多機能型重症児デイサービスおはな          令和２年４月１日 指定  
 
1,基本情報 
所在地 〒933-0011 

高岡市石瀬６番地１(塩谷建設敷
地内) 

電話 0766-73-8087 
FAX 0766-26-1360 
E-mail info-ohana@lafamille.co.jp 
HP https://www.lafamille.co.jp 
交通  
運営主体 株式会社 ラ・ファミーユ 
 
２,サービスの種類・定員 
・児童発達支援 
・放課後等デイサービス 
※定員は両サービス合わせて 1 日 5 名 
 
３,対象者 
内部障がい・重心障がい・医療的ケア児・難病等 
 ※他受け入れに関しては要相談 
 
４,活動内容等 
個々に合わせた活動を行います。 
季節の行事や遊びを楽しみながら、PT、OT、ST が在席
し、個々にあった視点で関わらさせて頂きます。 

 
５,営業日、時間等 
営業日 月～金曜日 9:30～17:30  
 ※時間外は要相談 
休業日 年末年始 日曜日 お盆 祝日       
 
６,従事者（資格） 
看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・保育
士・児童指導員・医療的ケア児等コーディネーター・児童
発達支援管理責任者 他 
 
７,利用の条件等 

送迎 
有（学校） 
自宅への送迎希望はご相談くださ
い 

食事 各自お食事をご用意ください 
キャンセル料 無 

 
８,利用料金 
・自己負担金 
・活動費(活動内容に応じて請求致します) 
 
 
 
 

事業所紹介 

    「私たちは、もう 1 つの家族です。」  
大切な両親、愛しい我が子を守りたいという想いを、私たちが全力でサポートします。 
家族の一員のように、ケアを必要とする方々の、日々の暮らしを支え、笑顔を支え、その人たちが、地域の中で輝き続け
られるように・・・。  おうちじゃない、病院でもない、もう一つの居場所。どんなスペシャルニーズがあっても、ママが安心し
て子供たちを託せる場所。ここには、たくさんの「楽しい」が待っています。                                            
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高岡市 児童通所 
 
事業所名 

チップスのむら                               令和３年１月１日 指定  
 
1,基本情報 
所在地 933-0014 

高岡市野村１３２８－２ 
電話 0766-30-3684 
FAX 0766-30-3685 
E-mail chipps-n-3@q-nes.co.jp 
HP なし 
交通 富山地鉄バス「野村」徒歩 13 分 
運営主体 株式会社チップス 
 
2,施設全景 

 

 
 
3,サービスの種類・定員 
放課後等デイサービス（１０人） 

 
4,対象者 
6 歳～18 歳までの発達に特徴のある児童 
 
5,活動内容等 
・日常生活動作、スポーツ等 
・絵画、工作等 
・学習指導 
・パソコン 
・余暇活動 
 
6,営業日、時間等 
月曜日～金曜日 放課後～18:30 
学校休業日 9:00～18:00 
休業日：土日祝他（営業カレンダーによる） 
 
７,従事者（資格） 
資格：保育士、教員免許 
 
８,利用の条件等 
送迎 有 
食事 おやつ（100 円） 
キャンセル料 有 加算にて対応 

 
９,利用料金 
法定利用料金に加えて、おやつ代・レクリエーション代 

事業所紹介 
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高岡市 児童通所 
 
事業所名 
放課後等デイサービス事業所 FUKUROU の家   令和 3 年 3 月 15 日 指定  
 
1,基本情報 
所在地 933-0030 

高岡市中央町 88 
電話 0766-95-5122 
FAX 0766-95-5123 
E-mail owl.koumuten@coral.plala.or.jp 
HP https://fukurounoie.jp/ 
交通 高岡駅北口から車で 3 分 
運営主体 ㈱オウル工務店 
2,施設全景 

 
3,サービスの種類・定員 

放課後等デイサービス（10 名） 
4,対象者 

知的、精神、発達障がいの方 

 
5,活動内容等 
・個別活動―社会性活動、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ活動、制作活

動 
・集団活動―感覚活動、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ活動、運動活動、 

日常生活動作、戸外活動、余暇活動 
6,営業日、時間等 
営業日:月～金 

≪放デイ≫放課後～17:30(延長可能） 
土、休校日 
≪放デイ≫9：00～16:30(延長可能） 

休業日:お盆…８月 14 日～16 日 
年末年始…12 月 29 日～1 月 3 日 

７,従事者 
保育士、幼稚園教諭２級、介護福祉士、 
看護師、児童指導員 

 
８,利用の条件等 
送迎 有(加算にて対応) 

食事 有：実費 

キャンセル料 
有：実費はありませんが、加算（ｻｰﾋﾞｽ利

用料金）にて対応 

 
９,利用料金 

１回あたりの利用料金＝サービス利用料金＋実費
（おやつ代￥100）

事業所紹介 

家庭的な雰囲気の中でいろいろな『体験』・『遊び』・『学び』を通じて、たくさんの感動や経験を積み重ねていく場を提
供し、一人一人の可能性を大切に支援を行います。 
  毎日の集団活動や、休校日の戸外・社会性活動を通して、友達や社会と関わる経験を多く積み重ねていってほしい
と思っています。 
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高岡市 児童通所 
 
事業所名 
チャイルドサポートえる・こぱん              令和３年４月１日 指定  
 
1,基本情報 
所在地 933-0826 

高岡市佐野５４８－２ 
電話 0766-54-5703 
FAX 0766-54-5704 
E-mail info@kuruminomori-963.com 
HP https://kuruminomori-

963.com/ 
交通 高岡駅から車で約１5 分 
運営主体 社会福祉法人くるみ 
 
2,施設全景 
 
 
 
 
 
 
 
3,サービスの種類・定員 
放課後等デイサービス（５人） 
 
4,対象者 
重症心身障害児を主とした身体障害、知的障害、 
発達障害、医療的ケア等の支援の必要な児童生徒 
 

 
5,活動内容等 
学校在学中の支援の必要なお子さんに対し、放課

後や夏休み等の長期休業中において、生活能力向

上の為のサポートを継続的に行います。 
 
6,営業日、時間等 
営業日：月曜日～金曜日 13:30～17:30 
    土曜日・長期休み  9:00~1６:00 
休業日：祝日、月１〜２回土曜日、毎週日曜日、 

年末年始、お盆など 
 
７,従事者 
小学校・支援学校教員資格、保育士、児童指導員、

社会福祉士、介護福祉士、看護師、 
理学療法士 
 
８,利用の条件等 
送迎 有 (学校への迎えのみ) 
食事 有 (一日利用時) 
キャンセル料 有（２日前より発生） 
 
９,利用料金 
・自己負担金 
・お昼代 ５５０円 
・おやつ代 １００円 
・教材費 ５０円

 

 
事業所紹介 
チャイルドサポートえる・こぱんでは、子ども１人ひとりの発達や個性に合わせた対応をしてます。子ども

達の好みや特性に応じた遊びや活動を通し、社会性やコミュニケーション力の向上等その子どもに必要なサ

ポートを行います。地域とのつながりの中で、季節行事や外出など子ども達の社会体験の積み重ねを大切に

したいと考えてます。 
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高岡市 児童通所 
 
事業所名 

チップスいわせの                              令和４年３月１日 指定  
 
1,基本情報 
所在地 933-0014 

高岡市野村１３２７－２ 
電話 0766-73-2802 
FAX 0766-30-3685 
E-mail chipps-n-2@q-nes.co.jp 
HP なし 
交通 富山地鉄バス「野村」徒歩 13 分 
運営主体 株式会社チップス 
 
2,施設全景 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,サービスの種類・定員 
放課後等デイサービス（10 人） 
 
 
 

 
4,対象者 
6 歳～18 歳までの発達に特徴のある児童 
 
5,活動内容等 
・日常生活動作、スポーツ等 
・絵画、工作等 
・学習指導 
・パソコン 
・余暇活動 
 
6,営業日、時間等 
月曜日～金曜日 放課後～18:30 
学校休業日 9:00～18:00 
休業日：土日祝他（営業カレンダーによる） 
 
７,従事者（資格） 
資格：保育士、教員免許 
 
８,利用の条件等 
送迎 有 
食事 おやつ（100 円） 
キャンセル料 有 加算にて対応 

 
９,利用料金 
法定利用料金に加えて、おやつ代・レクリエーション代 
 

事業所紹介 
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高岡市 児童通所 
 
事業所名 

宙                                           令和４年４月１日 指定  
1,基本情報 
所在地 〒933-0941 

高岡市内免 2-8-46 
電話 0766-28-7272 
FAX 0766-28-7273 
E-mail  
HP asico-sora.com 
交通 広小路バス停より徒歩１４分 
運営主体 アスイコ合同会社 
 
2,サービスの種類・定員 
・放課後等デイサービス(10 人) 
 
3,対象者 
肢体不自由、視覚、聴覚、知的、精神、発達障がい 
 
4,活動内容等 
１．日常生活動作、歩行、軽スポーツ、音楽活動等 
２．集団生活適応支援 
３．絵画、工作、調理等 
４．余暇活動 
５．医療、福祉、生活の相談等 
６．家族等に対する介護技術助言等 

5,営業日、時間等 
月曜日～金曜日 放課後～17：30 
土曜日及び学校休業日 9：00～17：00(前後で延
長対応は可能です) 
休業日：土日祝日、お盆、年末年始等法人が定めた
日※土曜日は開所日以外が休業日です 
6,従事者（資格） 
資格：介護福祉士、社会福祉士、保育士、教員免許、
強度行動障害支援者研修修了者、心理指導担当職
員等 
 
7,利用の条件等 
送迎 有 原則、高岡市内。市外要相談 

食事 有 350 円～（税込み）選択可 
キャンセル料 有 加算（サービス利用料金）にて対応 

延長 有 学校休業日のみ可能 
8,利用料金 
1,180 円から 1,642 円程度（１日当たりの利用料金
＝サービス利用料＋おやつ代です。） 
イベント費 前月にお知らせいたしますので、その都度ご
確認ください。 
※弊社のサービスを利用するために上記以外その他の月
額料金(会費等)や契約金、年会費はありません。 

事業所紹介 
宙は、様々な遊びを通じて、楽しくわくわくした充実した生活を支援します。Action(行動する)、Sociality(社会性)、
Imagination(想像、創造)、Communication(伝える)の 4 つの力、視点から支援を行います。 
本人を理解し本人のペースを大切にしながら日常生活における基本動作を習得し、自立に向けた適切な支援を行い集団生
活ができるように支援を行います。 
放課後にダンス講師を招いて、定期的にダンス教室を行っています。また、不定期に講師を招いて母の日等季節感を大切に
したイベントを行っています。今後今まで以上に活動的に取り組んでいきます。 
夏休み等長期休暇や土曜日にショッピングモール、映画館、カラオケ、キャンプ、水族館、創作体験、地域の交通機関、北陸
新幹線、釣り、BBQ 等の社会資源を活用して地域社会で生活できるために必要な社会ルールを学ぶ支援を行っています。 
イベント以外でも図書館や公園、おやつ、日用品、本、おもちゃの購入等で日ごろからたくさん出かける機会があります。お菓
子作りや工作等で何かをつくる場合は必ず子どもたちと一緒に材料の買出しにでかけています。 
本人の自己実現、多様な生活につなげるために、高岡市、富山県内外全てを活動の場、遊び場にできるよう取り組みます。 
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高岡市 児童通所 
 
事業所名 

スマイル・ぴあ                              令和４年４月１日 指定  
 
1,基本情報 
所在地 〒933-0871 

富山県高岡市駅南 3 丁目 10-12 
電話 0766-30-3410 
FAX 0766-30-3411 
E-mail info@fukushi-toyama.com 
HP https://www.fukushi-toyama.com 
交通 あいの風とやま鉄道 高岡駅下車 

徒歩 5 分 
運営主体 合同会社 L&P 
2,施設全景 
3,サービスの種類・定員 
放課後等デイサービス（10 人） 
4,対象者 
小学 1 年生から高校 3 年生までの放課後等デイサービ
ス受給者証をお持ちの方。 
5,活動内容等 
・集団療育 
SST、音楽療法、スポーツ活動など 
・個別療育 
生活向上訓練、学習や興味・関心に合わせた能力向
上訓練など 
・アセスメントの実施 

 
6,営業日、時間等 
・月曜～金曜 
放課後～17 時（延長可） 
 
・土曜、学校休業日 
午前 9 時～午後 4 時(前後で延長可) 
 
７,従事者（資格） 
保育士、介護福祉士、教員免許 
強度行動障害支援研修修了者 
 
８,利用の条件等 
送迎       学校またはご自宅  
おやつ代    100 円   
キャンセル料  無し 

 
９,利用料金 
・自己負担金(負担上限月額に準ずる) 
・イベント代 200 円～（内容により変動します） 
 
 
 

事業所紹介 

すまいる・ピアは発達に心配のあるお子さんや障害を持ったお子さんを対象に、生活向上や自立の促進を目指して

います。お子さんの強みを活かした事業所独自の療育を提供しています。  

縁する全ての皆さんが笑顔と幸せを創造できるよう、スタッフ一同が携わっています。 
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高岡市 児童通所 
 
事業所名 

富山型デイサービス ふく福                 平成 21 年８月１日 指定 
1,基本情報 
所在地 939-0111 

高岡市福岡町福岡新 295 
電話 0766-64-2929 
FAX 0766-64-2935 
E-mail fuku-net@p2.tcnet.ne.jp 
HP https://www.2929.or.jp/ 
交通 福岡駅からタクシーで１０分 
運営主体 特定非営利活動法人 ウエルネット 
2,施設全景 

 

3,サービスの種類・定員 
・児童発達支援 ・日中一時支援事業 
・放課後等デイサービス 
＊定員は 1０名で介護保険の方も利用されています。 
 
4,対象者 
身体障がい・知的障がい・発達障がい 
 
 

5,活動内容等 
自由遊び、eco な製作活動、季節の活動 
 
6,営業日、時間等 
営業日:月曜日～土曜日、祝祭日 
サービス提供時間：午前８時３０分～午後 5 時 30 分 
休業日:(日曜日、年末年始、お盆) 
 
７,従事者 
看護師・幼・保育士・サービス管理責任者 
介護支援専門員・介護福祉士・柔道整復師 
相談支援専門員 
 
８,利用の条件等 

送迎 
５キロ以内 250 円  
５キロ以上 500 円 
高岡市内 

食事 600 円（当日キャンセルは負担あり） 
入浴 手すり、入浴用リフト・チェアー有 

バリアフリー対
応状況 

玄関：スロープ、手すり有 
トイレ：手すり有、車いす可 
フロアー：バリアフリー 

 
９,利用料金 
１回あたりの利用料金=サービス利用料金+実費費用 
おむつ代は実費相当です。

 
事業所紹介 
ありのままの君を待っています。 
スタッフの特色  子供より子供のスタッフが在中です。 
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高岡市 児童通所 
 
事業所名 

富山型デイサービス もみじ               平成 28 年６月１日 指定  
 
1,基本情報 
所在地 933-0331 

高岡市中保 1389-1 
電話 0766-31-5557 
FAX 0766-31-5551 
E-mail info@momijihk.co.jp 
HP https://www.momijihk.co.jp/ 
交通 西高岡駅より徒歩 5 分 
運営主体 株式会社 マスダ 
 
2,施設全景 
 
 
 
 
 
3,サービスの種類・定員 
・児童発達支援(15 人) 
・放課後等デイサービス(15 人) 
 
4,対象者 
身体,知的,精神,難病,発達障がい 

5,活動内容等 
利用者様それぞれのしたいことを行うなど、残存機能を

活かした個別レクリエーションを重視した施設です。洗濯
物の畳み干しや、掃除などの家事をしていただき自宅に
居るかの様に過ごしていただけます。 
 
6,営業日、時間等 
営業日:月曜日～金曜日 9:00～17:00 
休業日:土日、年始（1 月 1 日～1 月 3 日） 
 
７,従事者 
管理者 1 名、生活相談員１名、介護職員４名 
看護職員２名、機能訓練員１名（兼務） 
調理員１名 
 
８,利用の条件等 
送迎 有 
食事 有 600 円 （おやつ込） 
キャンセル料 4,500 円 （無断キャンセル時） 

 
９,利用料金 
0 円～1130 円程度 
（各利用者の上限負担額によって異なります）

 

事業所紹介 

 家庭的な雰囲気を大切にし、赤ちゃんからお年寄りまで病気・障害が、あっても無くても色々な人が一緒に楽しく過ご
せる施設です。「いつまでも自宅で過ごしたい」との当たり前の想いを大切にし、住み慣れた地域や自宅で安心した生活
が継続出来る様サポートします。また、併設の訪問看護ステーションと密に連携する事により、医療依存度の高い方でも
ご利用頂けます。 
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高岡市 児童通所 
 
事業所名 

フクシアケアセンター                    平成 29 年５月 1 日 指定  
 
1,基本情報 
所在地 933-0015 

高岡市明園町 9-12 
電話 54-6013 
FAX 27-1032 
E-mail caresupport@hukushia.jp 
HP http://www.hukushia.jp 
交通 越中中川駅から徒歩 20 分 
運営主体 (株)ケアサポートたなか 
 
2,施設全景 
 
 
 
 
 
 
 
3,サービスの種類・定員 
富山型デイサービス の 定員１５人に含みます 
・児童発達支援 、放課後等デイサービス 
・日中一時支援 

 
4,対象者 
・身体,知的,精神,難病,発達障がいの方 
（医療処置等ある方は要相談） 
5,活動内容等 
高齢者の方と一緒にレクリエーションなどの活動を通して
『ふれあい』を感じてもらいます。 
6,営業日、時間等 
営業日:月曜日～日曜日 （8：15～17：30） 

サービス提供時間は 9：00～16：30 
（延長応相談） 

休業日:年末年始 12/31～1/3 
７,従事者 
看護師、保育士、介護福祉士が従事しています。 
８,利用の条件等 
送迎 有（延長時はご家族送迎） 
食事 有（昼６００円、夕５００円） 
キャンセル料 無 

 
９,利用料金 
原則１割負担  
・別途、食事代、おやつ代２００円（希望者のみ） 

おむつ代実費（持参可） 

事業所紹介 

＊『富山型デイサービス』と短期入所生活介護（介護保険のみ）の併設事業所です。 
 高齢者の方とのふれあいを大切にしながら、落ち着いた空間で過ごして頂けるよう配慮します。 
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高岡市 児童通所 
 
事業所名 

高岡地域福祉事業所デイサービスぽぴー         令和２年１月１日 指定  
 
1,基本情報 
所在地 933－0918 高岡市大坪町 3 丁目 5－1 

電話 27－8101 
FAX 30－8160 
E-mail takaptfj@roukyou.gr.jp 
HP https://takaokapopy.jimdofree.com/ 
交通 大坪町バス停より徒歩約５分 
運営主体 企業組合 労協センター事業団 
2,施設全景 
 
 
 
 
 
 
    
3,サービスの種類・定員 
・児童発達支援 
・放課後等デイサービス 
 ※定員は 10 名で介護保険利用の方も含まれます。 
 
4,対象者 
放課後等デイサービスの支給決定されている方 
児童発達支援は停止中です。 

 
5,活動内容等 
富山型デイサービスの特徴を生かして、本人のしたい事を
サポートしながら高齢者との交流も行っていきます。 
 
 
6,営業日、時間等 
営業日：月曜日～土曜日、祝祭日 
サービス提供時間：8：30～17：30 
休業日：日曜日（年末年始、お盆は休みの場合あり） 
 
７,従事者（資格） 
看護師、幼稚園教諭、保育士、サービス管理責任者 
介護福祉士 
 
８,利用の条件等 
送迎 応相談 
食事 ６００円（おやつ代含む） 

キャンセル料 
なし。なるべく早く連絡をお願い致し
ます。 

９,利用料金 
１回あたりの利用料金＝サービス利用料金+実費 
 
 

事業所紹介 

    デイサービスぽぴーは少人数だからこそ出来ることを大切にしています。一人一人を理解し、 
     障がいがあっても出来ることは自分でしてもらうよう働きかけたり、出来ない方には寄り添ったり 
     しながらサポートをしています。 
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