
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放課後等デイサービス事業所説明会に係る事業所の基本情報 

 

草津市内の放課後等デイサービス事業所の概要が掲載されています。 

・10月 3日の説明会では、市からサービスの説明をさせていただき、事業所

と保護者でサービス提供内容について直接、質疑応答する機会もございま

す。 

・あらかじめ事業所の情報を収集し、質問内容を考えるヒントにしていただけ 

ればと思います。 

 

事業所のスタッフの方に、次のようなことを聞いていただくこともでき

ます。 

・事業所として、子どもを支援する時に大事にしていることは？ 

・利用の申し込みやキャンセルの方法は？ 

・事業所で子どもがどのように過ごしているか、様子を聞きたい時は？ 

・保護者が子どもへの関わり方について相談したい時は？ 

・子どもが他の児童と一緒に活動に参加できない時はどうするのか？ 

・利用料やキャンセル料、または怪我や事故等に備えた安全管理は？ 

  

この他、気になることがあれば、せっかくの機会ですので、ぜひご質問

下さい。 

 

事業所への質問内容（例） 

 

基本情報について 

 



令和 4 年 5 月 

『放課後等デイサ－ビス』のご案内 

◎ 平成 24 年 4 月から、児童福祉法における障害児通所支援の 1 つとして「放課後等デイサ－ビ

ス」が始まっています。 

（1）サービスの内容 

 

 

 

 

 

（2）対象児 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）利用手続き 

1. 発達支援センターへサービスの申請書を提出して下さい。 

・印鑑や手帳（療育手帳、身体障害者手帳）、診断書（必要な方のみ）をお持ち下さい。 

・障害児支援利用計画が必要です。保護者がご自分で作成していただくか、相談支援事業所で 

作成を依頼していただくようお願いします。 

 

2. サービスを支給決定し、通所受給者証を交付します。 

 

3. 通所受給者証を放課後等デイサービス事業所へ提出して契約し、サービスの利用開始となり 

ます。 

 

（4）利用料 

○原則、サービス費の 1 割を負担していただきます。ただし、所得に応じて利用者負担の上限額 

が設けられています。裏面の事業所一覧もご覧下さい。 

（県内のその他の事業所は、滋賀県のホームページでご確認下さい）       

 

 

 

 

 

 

 

○ 学校通学中の障害等のある児童に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生

活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進の場を提供します。（例えば、散歩、

室内遊び、プール、調理など） 

○ 学校に就学している障害等のある児童 

（18歳に達する前日まで。ただし、必要な場合は 20歳まで延長できます） 

○ 手帳（療育手帳、身体障害者手帳）を持っていなくても、市内の小中学校の特別支援学

級や特別支援学校に在籍している子どもも対象となります。通常学級に在籍し、手帳がな

い場合は医師の診断書または意見書が必要です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   事業所名  連絡先 

1 
企業組合 草津地域福祉事業所 

みんなの家 児童デイサービス「もも」（東草津 1 丁目 2-35） 

080-8317 

-5111 

2 
企業組合 草津地域福祉事業所 みんなの家 放課後等デイサービス

「第 2 もも スマイル」（野村 2 丁目 1-2） 

599-5831 

3 
社会福祉法人 にぎやか会 

放課後等デイサービス「きぼう」（野路 5 丁目 4-12） 

080-2536 

-4113 

4 NPO 法人 天気村「ソラマメくらぶ」（東草津 1 丁目 1-15） 564-7868 

5 
特定非営利活動法人 元気っずミーオ 

放課後等デイサ－ビス「げんき」（草津 2 丁目 7－30） 

563-5011 

6 
有限会社 あいサポートセンター「aiB2」（追分町 5 丁目 4-13） 090-3285 

-0294 

7 特定非営利活動法人 LSH「あろは笠山」（笠山 3 丁目 10-5） 548-7490 

8 Y＆C 株式会社 放課後等デイサービス「ゆにこ青地」（青地町 666-1） 596-3656 

9 
株式会社 六匠  

放課後等デイサービス「ともいくの森」（笠山 1 丁目 4-17） 

584-5416 

10 
社会福祉法人 にぎやか会 

放課後等デイサービス「あおぞら」（上笠 1 丁目 5-18） 

561-3332 

11 
株式会社 いまここ 

放課後等デイサービス「いまここケア」（上笠 3 丁目 28-2） 

558-8020 

12 
株式会社 いまここ 

放課後等デイサービス「いまここ plus」（平井 1 丁目 1-13） 

599-3560 

13 
特定非営利法人 あい・ビリーブ 

放課後デイサービス「あみ・フルール」（追分 3 丁目 22-9-102） 

532-9197 

14 
株式会社 スカイ 放課後等デイサービス「ジュニアスペースらいぶ

草津」（矢橋町 884-8） 

566-8500 

15 
株式会社 スカイ 放課後等デイサービス「ジュニアスペースらいぶ

草津アネックス」（矢橋町 884-1） 

566-6200 

16 
一般社団法人慶和会  

放課後等デイサービス「あすなろ草津」（東草津 2 丁目 2-49-1） 

576-5500 

17 
合同会社 RED＆BLUE 

放課後等デイサービス「辻󠄀義塾 橋岡教室」（橋岡町 75-1） 

562-3456 

18 
合同会社 RED＆BLUE 

放課後等デイサービス「辻󠄀義塾 南草津教室」（橋岡町 43-10） 

562-3456 

19 
合同会社 Triple Win 発達支援教室「ｉｃｈｉ５」  

（橋岡町 43-7 スペースアジョンス 1Ｆ） 

599-5815 

 

20 社会福祉法人びわこ学園「ちょこらんど」（笠山 4 丁目 12-57） 598-0720 

21 SUNNYSIDE 合同会社「おひさまはうす」（草津市山寺町 1186-2） 561-0130 

22 
有限会社 青い鳥コミュニティー  

放課後等デイサービス「青い鳥」（草津市追分 6-19-6） 

567-0988 

23 株式会社 東山 「スパーク草津店」（草津市草津 3 丁目 13-47） 569-6520 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
株式会社 いまここ  

放課後等デイサービス「いまここ step」（下笠町 815-8） 514-7787 

25 
一般社団法人 no－de  

「incline」 （草津 1 丁目 13-12） 

090-6233- 

6547 

26 株式会社 TeampresenT 「チームレインボー」 （東矢倉 2-35-13） 598-0856 

27 株式会社 blink 放課後等デイサービス「こころね」（青地町 982） 576-6700 

28 

特定非営利活動法人 元気っずミーオ  

放課後等デイサービス第２げんき つなぐ 

 (草津２丁目 4-19 中村様商店街テナント２階) 563-5011 

29 
株式会社 いまここ 

放課後等デイサービス「いまここ mico」（南山田町 1087-2） 574-8805 

30 
ARTPOP 合同会社 

放課後等デイサービス「ウィズ・ユー草津笠山」（笠山 2-1-28 2Ｆ） 598-5374 

31 
株式会社 クラ・ゼミ こどもサポート教室「きらり」草津駅前校 

（大路 1 丁目 4-12 大丸ソイビル 2 階Ｂ） 596-5919 

32 
有限会社 ボンサンス 

プティット草津ルーム（野村 4 丁目 13-14） 

564-5190 

 

33 
一般社団法人 no－de 

ＲＥＣＯ アフタースクール（野村 6 丁目 10-21） 598-5312 

34 

株式会社 blink 放課後等デイサービス「こころね ろくは」 

（青地町 1093 番 8 号） 

576-1310 

(080-7070-

7466） 

35 
株式会社興和コーポレーション 

ブロッサムジュニア 南草津教室（南笠東三丁目 15-5） 514-7882 



No. 1 

実施主体・事業所名 企業組合労協センター事業団 草津地域福祉事業所みんなの家    

放課後等デイサービス もも 

住所・電話番号 草津市東草津１丁目２－３５ 

携帯電話 ０８０－８３１７－５１１１ 

FAX ０７７－５６７－５５７８ 

運営方針 小・中学生を中心に、将来の社会的自立を目指していくための基礎・基本に関わ

る療育内容を推進する。具体的には、生活リズの確立・身辺生活の自立・基本的

な生活習慣の体得・確かなコミュニケーション能力の育成・集団生活スキルの向

上、などから本人やご家族が楽しく豊かな日常生活を積み上げていけるよう願い、

支援を継続する。 

営業日 月曜日から土曜日 （日曜日、祝日、年末年始は１２月２９日～１月３日まで休

み） 

営業時間 【月曜日から金曜日】 放課後～18：00 

【土曜日/長期休業中】  8：00～18：00 

利用料の目安 【平日】送迎含む  約 850 円／日 

【土曜日/長期休業中】 送迎含む  約 950 円／日 

＊月額上限額に達するまで、ご利用に応じてお支払いいただきます。 

＊おやつ、交通費等は別途お支払いいただきます。 

上限額管理加算対象者のみ別途 150 単位お支払いいただきます。（1 単位 10.6 円） 

1 日の利用定員 10 名 

空き状況 

(令和 4 年 8 月 15 日現在) 

水曜日、木曜日、土曜日（各 2、3 名 利用可能です。） 

主な対象 小学生、中学生が中心 

1 日の流れ 【平日】 

もも到着 →学校の宿題や、個別のももプリント → おやつ → 自由遊び 

→ 療育支援活動 → 保護者様のお迎え、または事業所スタッフが送ります。 

＊土曜日/長期休業中は、お弁当の持参が必要になります。 

送迎の有無 【平日】 

各学校へのお迎え。帰りはご希望により、自宅までお送りいたします。 

【土曜日/長期休業中】 

自宅⇔事業所間を希望する方は送迎いたします。 

主な活動内容 小学生からの性教育、ソーシャルスキルトレーニング、コミュニケーション能力

の形成や定着。おやつ買いなど、地域で生活する基本的な力の体得を目指し、一

人一人に応じた適切な療育や支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 



No. 2 

実施主体・事業所名 企業組合労協センター事業団 草津地域福祉事業所みんなの家  

放課後等デイサービス 第２ももスマイル 

住所・電話番号 草津市野村２丁目１－２ 

TEL・FAX ０７７－５９９－５８３１ 

携帯電話 ０９０－５２５３－５８６３ 

運営方針 中高生中心に社会的自立を目指し、地域で生活できる力と社会に出たときに困らな

いコミュニケーション力や、社会的スキルを身に付け、本人やその家族が安定した豊

かな日常生活を送られるように支援をしていきたい。 

営業日 月曜日から土曜日 （日曜日、祝日、年末年始は１２月２９日～１月３日まで休み） 

営業時間 【月曜日から金曜日】 放課後～18：00 

【土曜日・長期休暇】  08：00～18：00 

利用料の目安 【平日】送迎含む  約 850 円／日 

【土曜日・長期休暇】 送迎含む  約 950 円／日 

＊月額の上限額に達するまで利用に応じてお支払いいただきます。 

＊おやつ、交通費等は別途お支払いいただきます。上限額管理加算対象者のみ別途

150 単位お支払いいただきます。（1 単位 10.6 円） 

 

1 日の利用定員 10 名 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日

時点） 

火曜日、木曜日、土曜日 2、3 名利用可能 

主な対象 中学生、高校生が中心 

1 日の流れ 【平日】 

事業所到着 → 宿題 → おやつ → 自由遊び → 療育支援活動 → 保護

者迎えまたは事業所スタッフが送ります。 

＊土曜日・長期休暇はお弁当持参 

送迎の有無 【平日】 

各学校に迎えに行きます。帰りは希望により自宅まで送ります。 

【土曜日・長期休暇】 

自宅⇔事業所間を希望する方は送迎いたします。 

主な活動内容 性教育、ソーシャルスキルトレーニング、コミュニケーション力アップ、おやつ買い

など、地域で生活していけ力を身に付けられる療育支援を中心に行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No. 3 

実施主体・事業所名 社会福祉法人にぎやか会 放課後等デイサービス きぼう 

住所・電話番号 草津市野路５丁目４－１２ (南草津病院裏) やわら誠心館 

０８０－２５３６－４１１３ 

運営方針 自然遊びや社会体験を通して、子どもの心身の成長をサポートしています。やってみ

ようを大事にしています。。 

営業日 月曜日から土曜日(第５土曜、日曜・祝日・GW・お盆・年末年始・法人行事などはお

休み) 

営業時間 月曜日から金曜日 放課後～１８：００(延長１８：３０まで) 

土曜日・長期休暇 ９：００～１７：００(延長１７：３０まで) 

利用料の目安 【平日】 送迎含む 約１，０００円/日 

【土曜日・長期休暇】 送迎含む 約１，２００円/日 

※月額の上限額に達するまで利用に応じてお支払いいただきます。 

※おやつ代 ５０円/日 別途お支払いいただきます。 

※活動内容で実費が発生する場合は事前にお知らせいたします。 

1 日の利用定員 １０名   

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日

時点） 

月曜日から土曜日まで若干名 

主な対象 小学生から高校生 

草津養護学校の児童が利用しています。 

1 日の流れ 【平日】 

学校迎え→きぼう→荷物片づけ・手洗い→おやつ→宿題、遊び、外遊び、創作活動 等

→保護者迎えまたは送迎。 

【土曜日・長期休暇】※お弁当持参 

保護者送りまたは送迎→きぼう→荷物片づけ等、朝の会→外遊び、おでかけ→お昼ご

飯→室内遊び、外遊び等→おやつ→活動→保護者迎えまたは送迎 

送迎の有無 【平日】 

各学校にお迎えに行きます。帰りの送りも可能です。 

【土曜日・長期休暇】 

自宅迎え・自宅送りも可能です。 

主な活動内容 ○川遊び、ザリガニ釣り、夏祭り、クリスマス会など、季節の活動を楽しんでいます。 

○野菜作り、公園遊びなど自然に触れる活動をしています。 

○博物館見学、買い物など社会体験に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



No. 4 

実施主体・事業所名 特定非営利活動法人 NPO 子どもネットワークセンター天気村  ソラマメくらぶ 

住所・電話番号 草津市東草津１－１－１５  ＴＥＬ／ＦＡＸ０７７-５６４-７８９７ 

運営方針 個別支援計画に添った様々なカリキュラムやプログラムをもとに体験や経験を通じ

て小さな成功体験を重ね、達成することを応援しその子の育つ力を引き出す活動を

行っています。また日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために

必要な訓練、社会との交流を通して自立へ導く活動をしています。    

営業日 月曜日から土曜日 （日曜日、お盆、祝日、GW、年末年始その他法人が定めた日は

休み） 

営業時間 【月曜日から金曜日】 放課後～１８：００（延長 18：30 まで） 

【土曜日・長期休暇】 ９：００～１７：００ （延長 18：００まで） 

利用料の目安 【平日】  送迎含む  約 1,000 円／日 

【土曜日・長期休暇】 送迎含む  約 1,200 円／日 

＊月額の上限額に達するまで利用に応じてお支払いいただきます。 

＊おやつ、交通費等は別途お支払いいただきます。 

1 日の利用定員 10 名 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日時点） 

1 日 1 人～2 人利用可能。週 1 日 

主な対象 草津養護学校、野洲養護学校、地域小学校、聾話学校の生徒が中心 生徒割合小学校

60%中学校 10%高等部 30%（曜日によって異なります） 

1 日の流れ 【平日】 

事業所到着 → 宿題 → 自由遊び →おやつ  → プログラム活動 → 保

護者迎えまたはスタッフが自宅まで送ります。 

＊土曜日・長期休暇はお弁当持参 

送迎の有無 【平日】各学校迎え終了後各家庭へ事業所スタッフが送ります。または保護者が迎

え。＊土曜日・長期休暇は各家庭へ朝帰り送迎します。保護者送迎も可能です。お弁

当持参。 

主な活動内容 天気村本来事業の体験重視の放課後等デイサービスです。 

★身体を動かす！→自然のなかで、からだを動かす楽しさを体得します。 

★いろいろ挑戦！→作品制作や臨床美術よるアートや料理など何でもやってみよ

う。 ★生活支援の自立→生活訓練の場で専用建物を新たに設置、料理や食育を学び

ます。 ★就労支援→社会体験、自立支援活動を通して様々な社会体験をしながら、

将来の仕事につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No. 5 

実施主体・事業所名 特定非営利活動法人 元気っずミーオ 放課後等デイサービス げんき 

住所・電話番号 草津市草津 2 丁目７－３０  ０７７－５６３－５０１１ 

運営方針 自分に自信が持てる日々を送れるように支援する 

のびのびとした日常生活の中で一人一人の個性を大切にする 

子どもや家族の思いを尊重し必要な支援を行う 

周囲とのつながりを大切にする 

営業日 月曜日~金曜日、第 1 及び第 3 土曜日 

土日祝日、お盆 3 日間、年末年始はお休み 

営業時間 【平  日】 放課後～１８時（送迎含む） 

【学校休業日】１０時～１８時（土曜日は 16 時まで） 

     就労対応の為早朝 8 時半から受け入れ可能（要相談） 

利用料の目安 【平  日】 送迎を含む 

【学校休業日】送迎を含む 

  月額上限に応じて徴収させていただきます。おやつ代 1 日 50 円 

  学校休業日の活動に関して別途費用が掛かることがあります 

1 日の利用定員  10 名 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日

時点） 

・現在空き状況としては水曜日のみ （１名程度） 

・他受け入れは厳しい状態です 

・土曜日も今のところ受け入れ不可になっています 

主な対象 小学生～高校生 

高学年より子どもさんの状態に合わせて高学年から高校生対応の「つなぐ」に移行 

1 日の流れ 【平  日】  来所→宿題（課題活動）→始まりの会→おやつ 

      プログラム活動（主に戸外遊び・集団遊び）→ 

      帰りの会 

【学校休業日】 来所→宿題（課題活動・自由遊び）→始まりの会 

     →プログラム活動（外出）→昼食→集団活動→おやつ→ 

     自由遊び（又は制作活動）→帰りの会 

送迎の有無 【平  日】 各学校に迎え  帰りは希望により自宅送り 

【学校休業日】基本的には保護者の送迎 

       希望により自宅との送迎 

主な活動内容 ・地域に出かける活動を主に取り組んでいます。立地条件の良さから近隣の公園に四

季を通じて出かけています。また買い物や、街中探検 

・ルールのある遊びやゲームなどの集団活動 

・制作活動や構成遊び、クッキング 

・上級生の放課後デイ「つなぐ」との交流活動 

・図書館や博物館、科学館などでの体験活動（学校休業日） 

 

 

 

 

 



No. 6 

実施主体・事業所名 有限会社あいサポートセンター 

アフタースクールあいびーつ(aiB2) 

住所・電話番号 草津市追分五丁目４－１３ 

ＴＥＬ：077-564-0294（代表） 090-3285-0294（直通） 

運営方針 集団活動の中で個々の成長や協調性・社会性向上のための支援を行います。笑顔のあ

ふれる楽しい活動の場を目指します。 

営業日 月曜日から金曜日（土・日曜日、祝日、GW、お盆、年末年始は休み） 

営業時間 【月曜日から金曜日】 放課後～18:00（延長支援あり） 

【休校日・長期休暇】 10：00～17:00 （延長支援あり） 

利用料の目安 【平日】       送迎含む  約 1,000 円／日 

【休校日・長期休暇】 送迎含む  約 1,200 円／日 

＊月額の上限額に達するまで利用に応じてお支払いいただきます。 

＊おやつ（1 日 50 円）は別途お支払いいただきます。 

1 日の利用定員 10 名 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日

時点） 

１日１人程度の受入れ可能な日もあり。 

＊送迎場所や現状利用者の受入れ次第では難しい場合あり。 

主な対象 小学校が中心（学年問わず参加、曜日によって異なります） 

1 日の流れ 【平日】 

事業所到着 → 宿題 → おやつ → 活動 → 保護者お迎え 

または事業所スタッフがお送りします。 

＊休校日・長期休暇はお弁当持参または一緒に調理 

送迎の有無 【平日】 

各学校にお迎えに行きます。帰りは希望により自宅までお送りします。 

【休校日・長期休暇】 

ご自宅にお迎えに行きます。帰りは希望により自宅までお送りします。 

＊送迎については、場所等によって要相談 

＊延長支援利用の場合は保護者による送迎をお願いしています。 

主な活動内容 みんなで行う遊びや活動を通して楽しみや協調性を育みたくさんの友だちと交流で

きること目指しています。みんなが一緒に楽しめる工夫をし、季節の行事・体を使っ

たゲームや遊びを中心に活動しています。また、長期休暇には外出や一緒に調理する

ことなども計画しています。 

子ども達が笑顔で「楽しかった」と言って怪我なく元気に帰宅してくれる、「また行

きたい」と思ってくれる、そんな場所を目指し日々努力してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 



No. 7 

実施主体・事業所名 特定非営利活動法人 LSH 放課後等デイサービスあろは笠山 

住所・電話番号 草津市笠山３丁目 10-5 077-548-7490 もしくは 080-8942-2227 

運営方針 『個性』『遊び』『体験』の三つを大切にして活動をしております。 遊びを通じ、た

くさん学んでもらいたいと考えています。 

営業日 月～土(土曜は第 2.3 週目に開所、日祝、年末年始は休所) 

営業時間 平日学校終了時～18：00 (18：00～送迎) 

土曜 10：00～16：00  長期休暇時 9：00～17：00 

利用料の目安 利用料⇒行政が設定している金額に準じます。 

別途費用⇒おやつ代 100 円/日 活動の内容により、入館料や材料費が発生する場

合があります。その際は都度お知らせさせて頂きます。 

1 日の利用定員 10 名 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日

時点） 

現在空きはありません。見学、ご相談は随時受け付けております。 

主な対象 小学校就学～18 歳高校卒業まで。 

1 日の流れ 平日 

事業所到着⇒おやつ⇒活動⇒終わりの会⇒送迎 

※土曜日、長期休暇時に給食等はありません。昼食代もしくお弁当をお持ちくださ

い 

送迎の有無 平日・学校へお迎えに行き、ご家庭へ送迎させて頂きます。 

土曜・長期休暇・朝の送迎に関しては、保護者による送迎をご協力いただいており

ます。帰りはご自宅まで送迎させていただきます。 

※場所・時間等でご希望に添えない場合もありますのご相談下さい。 

主な活動内容 近隣の公園や自然の中で身体をたくさん使って遊んだり、博物館や科学館などでの

体験活動や買い物やクッキングなどの生活に直結した活動も取り入れています。友

だちと一緒に遊びを通じて成長していけるようにという想いで支援を行っており

ます。 

平日の活動に関しては子どもたちと一緒に『やりたいこと』を考え計画しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No. 8 

実施主体・事業所名 Y＆C 株式会社  放課後等デイサービスゆにこ青地 

住所・電話番号 草津市青地町 666-1  077-596-3656 

運営方針 「ユニバーサル社会の創造」 

将来豊かな生活を送るため、児童期の今、何をすべきかを一緒に考えます。 

営業日 月曜日から土曜日 （日曜日、祝日、GW、年末年始は休み） 

営業時間 【月曜日から金曜日】 放課後～17：00 

【土曜日・長期休暇】 9：30～15：30 （長期休暇中は 16：00 まで） 

利用料の目安 【平日】送迎含む  約 1,200 円／日 

【土曜日・長期休暇】 送迎含む  約 1,300 円／日 

＊月額の上限額に達するまで利用に応じてお支払いいただきます。 

＊おやつ代（50 円）、活動費等は別途お支払いいただきます。 

1 日の利用定員 10 名  ※令和 2 年度から医療的ケア児童の受け入れを開始 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日

時点） 

今年度はほぼ満員。次年度は、受け入れ可能人数は未定だが条件等含め要相談。 

医療的ケア児の方もご相談ください。 

主な対象 小学校 1 年生～高校 3 年生。医療的ケア児童を含む。 

1 日の流れ 【平日】 

事業所到着 → 宿題 → おやつ → 自由遊び → 保護者迎えまたは事業所

スタッフが送ります。 

＊土曜日・長期休暇は活動を設定。（調理、工作、行事、外出など） 

送迎の有無 平日休日問わず各自宅・学校への送迎あり。お迎えやご家族送迎も可能。場所により

要相談事例あり。 

主な活動内容 本人の特性、成育歴、人との関わりの中で見える情報を基に、ご家族や関係機関と

連携して、将来のために今すべき支援を考えます。 

 土曜・長期休暇では調理、外出、工作、地域交流などの活動を設定し、集団の中で

だからこそ得られる経験が積めるようにしています。 

【例】全国ご当地ご飯クッキング、季節のイベント、科学実験、おもしろ企画、地域

交流、避難訓練 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No. 9 

実施主体・事業所名 株式会社 六匠 放課後等デイサービスともいくの森 

住所・電話番号 草津市笠山一丁目 4-17   TEL:077-584-5416 

運営方針 「共に学ぶ・共に活動する・共に生きる」を基本理念に、お子様が  

日常生活における基本的動作や知識技能を習得し、また集団生活に 適応すること

ができるように支援を行います。 

営業日 月曜日から金曜日（土日祝、ＧＷ，年末年始は休み） 

営業時間 【月曜日から金曜日】 放課後～17：30  

【長期休暇】 10：00～17：00 

利用料の目安 【平日】 送迎含む 約 1,100 円／日  

【長期休暇】 送迎含む 約 1,200 円／日  

※月額の上限額に達するまで利用に応じてお支払いいただきます。 ※おやつ代、

その他必要な費用は別途お支払いいただきます。 

1 日の利用定員 10 名 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日時点） 

現在は、空きなし。条件を含め要相談。 

主な対象 小学生や中学生が現在ご利用  

小学生から高校生まで、学年は問いません 

1 日の流れ 【平日】 事業所到着 → 宿題 → おやつ→ 自由遊び → プログラム活動 →保護

者迎え、または事業所スタッフが送ります。  

※ 長期休暇はお弁当持参 

送迎の有無 【平日】学校に迎えに行きます。帰りは希望により自宅まで送ります。  

【長期休暇】希望により送迎します。  

※送迎については基本的に、自宅⇔事業所とさせて頂きます。 

主な活動内容 季節に応じた活動を取り入れ、クッキング・社会体験学習・プール遊び・避難訓練・

交通教室など様々な社会資源を活用する中で、集団における過ごし方が身に付くよ

うな機会をつくるとともに、余暇の充実や将来にむけて期待になるよう支援する。  

【感覚あそび・運動あそび】健康な心身とともに 日常生活を送るうえで必要な筋

力、柔軟性、バランス感覚、俊敏さを 身に付けます。  

【学習支援】学習する中でのつまずきを改善し、基礎学力を作るため、一人ひとり

の成長に合わせた教材を用いて支援していきます 

【日常生活習慣】挨拶・整理整頓・身だしなみ・マナーなど、日常生活の行動を視

覚的なイラストや目印を用いて伝えることにより習慣づけます。  

【健康支援】体温測定・感染症予防のための手洗いうがい指導。 

 

 

 

 

 

 

 

 



No. 10 

実施主体・事業所名 社会福祉法人にぎやか会 放課後等デイサービス あおぞら 

住所・電話番号 草津市上笠一丁目５－１８ 

０７７－５６１－３３３２ 

運営方針 自然遊びや社会体験を通して、子どもの心身の成長をサポートしています。いろ

いろな遊びの中で、社会性を学べるように支援しています。 

営業日 月曜日から土曜日(第５土曜、日曜・祝日・GW・お盆・年末年始・法人行事など

はお休み) 

営業時間 月曜日から金曜日 放課後～１８：００(延長１８：３０まで) 

土曜日・長期休暇 ９：００～１７：００(延長１７：３０まで) 

利用料の目安 【平日】 送迎含む 約１，０００円/日 

【土曜日・長期休暇】 送迎含む 約１，２００円/日 

※月額の上限額に達するまで利用に応じてお支払いいただきます。 

※おやつ代 ５０円/日 別途お支払いいただきます。 

※活動内容で実費が発生する場合は事前にお知らせいたします。 

1 日の利用定員 １０名  医療ケア対応可能(月・水・金) 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日

時点） 

火・木 

主な対象 小学生から高校生 

草津養護学校、笠縫小の児童が利用しています。 

1 日の流れ 【平日】 

学校迎え→あおぞら→荷物片づけ・手洗い→おやつ→宿題、遊び、外遊び、創作

活動 等→保護者迎えまたは送迎。 

【土曜日・長期休暇】※お弁当持参 

保護者送りまたは送迎→あおぞら→荷物片づけ等、朝の会→外遊び、おでかけ→

お昼ご飯→室内遊び、外遊び等→おやつ→活動→保護者迎えまたは送迎 

送迎の有無 【平日】 

各学校にお迎えに行きます。帰りの送りも可能です。 

【土曜日・長期休暇】 

自宅迎え・自宅送りも可能です。 

主な活動内容 ○プール遊び、ハロウィン衣装作り、クリスマス会など、季節の活動を楽しんで

います。 

○野菜作り、公園遊びなど自然に触れる活動をしています。 

○絵の具などで大胆に創作活動をしています。 

 

 

 

 

 

 

 



No. 11 

実施主体・事業所名 株式会社 いまここケア放課後等デイサービス 

住所・電話番号 滋賀県草津市上笠 3 丁目 28－2 

電話：077-558-8020  FAX:077-599-0555 

運営方針 障害の特性や生活の実態に応じて、児童の自立促進、生活の向上、集団生活への

適応をめざして適切な支援を行います。 

営業日 月曜日から土曜日 （祝日、GW）,お盆、年末年始は除く） 

営業時間 【月曜日から金曜日】 10：00～18：00 

【土曜日・長期休暇】 8：00～18：00 

 （18 時以降は自費サービス 最大 20 時） 

利用料の目安 【平日】送迎含む 約 1,000 円/日 

【土曜日・長期休暇】送迎含む 約 1,200 円/日 

※月額の上限額に達するまで利用に応じてお支払いいただきます。 

※おやつ、交通費等は別途お支払いいただきます。 

 おやつ 110 円/日 その他活動費 

1 日の利用定員 10 名 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日

時点） 

空きなし 

主な対象 小学校が中心 

（学年問わず参加、曜日によって異なります） 

1 日の流れ 【平日】 

事業所到着 → 学習（主に宿題） → おやつ → 自由遊び → 

プログラム活動 → 保護者迎えまたは事業所スタッフが送ります。 

※土曜日・長期休暇はお弁当持参 

送迎の有無 完全送迎（保護者からの送り迎えも可能です） 

主な活動内容  学校授業終了後、事業所では学習（主に宿題など）、おやつの時間、活動となっ

ております。週替わりのプログラムをもとに、多彩な体験活動（集団活動、運動

遊び、感覚遊び、クッキング）や季節工作を通じて楽しく学び、思いっきり遊ぼ

うをテーマに活動に取り組んでおります。長期休暇や土曜日には、山へ！琵琶湖

へ！お出かけメインに 

多彩な外出活動で、のびのび学び、楽しくお子さんたちと過ごしております。ま

た、小学校低学年のお子さんから、高校生まで在籍しており異年齢の中で過ごす

ことで、子どもの社会性を学ぶきっかけ作りをしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 



No. 12 

実施主体・事業所名 株式会社いまここ 放課後等デイサービス いまここ plus 

住所・電話番号 滋賀県草津市平井 1 丁目１－13 

電話：077-599-3560  FAX:077-599-3566 

運営方針 障害の特性や生活の実態に応じて、児童の自立促進、生活の向上、集団生活への

適応をめざして適切な支援を行います。 

営業日 月曜日から土曜日 （祝日、GW）,お盆、年末年始は除く） 

営業時間 【月曜日から金曜日】 10：00～18：00 

【土曜日・長期休暇】 8：00～18：00 

 （18 時以降は自費サービス 最大 20 時） 

利用料の目安 【平日】送迎含む 約 1,000 円/日 

【土曜日・長期休暇】送迎含む 約 1,200 円/日 

※月額の上限額に達するまで利用に応じてお支払いいただきます。 

※おやつ、交通費等は別途お支払いいただきます。 

 おやつ 110 円/日 その他活動費 

1 日の利用定員 10 日 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日

時点） 

若干の空きあり、ご相談ください。 

主な対象 小学校が中心 

（学年問わず参加、曜日によって異なります） 

1 日の流れ 【平日】 

事業所到着 → 学習（主に宿題） → おやつ → 自由遊び → 

プログラム活動 → 保護者迎えまたは事業所スタッフが送ります。 

※土曜日・長期休暇はお弁当持参 

送迎の有無 完全送迎（保護者からの送り迎えも可能です） 

主な活動内容 学校がある日は、主に学習（学校の宿題等）や公園遊び・室内でのグループ遊び

やクッキングなどを中心に活動を行っております。 

長期休みや土曜日など 1 日利用される日には、普段と違った活動をメインに少

し遠い所などに外出活動へ行き、体験を通して興味・関心を広げられるように支

援しています。また、お買い物体験や味覚狩りなど季節のイベントを行ったりな

ど 1 年を通して様々なアクティビティに取り組んでいます。 

とてもアットホームな環境です。まずは、ご相談ください。 

随時、見学・体験も可能です。 

株式会社いまここでは、働くお父さん・お母さんを応援しています。 

 

 

 

 

 

 

 



No. 13 

実施主体・事業所名 特定非営利活動法人 あい・ビリーブ  

放課後等デイサービス あみ・フルール 

住所・電話番号 草津市追分３丁目 22-9-102  

TEL:077-532-9197 090-5666-2593 

運営方針 〇遊びの中から体験を通していろいろな能力を育てる。〇生活習慣の自立を支

援し、健やかな育ちを助ける。〇一人一人に寄り添った支援の中から伸びる力を

増やす。 

営業日 【月曜日から金曜日】※土曜日は月２～３回開所予定 

（日曜日・お盆・年末年始は休み） 

営業時間 【月曜日から金曜日】 放課後～17：00（延長要相談） 

【土曜日】 10：00～17：00 

【臨時休校日・祝日・長期休み】 10：00～17：00（延長要相談） 

利用料の目安 【平日】 送迎含む 約 1,000 円／日 

【土曜日・長期休暇】 送迎含む 約 1,200 円／日 

＊月額の上限額に達するまで利用に応じてお支払いいただきます。 

＊材料費・交通費等は別途お支払いいただきます。 

1 日の利用定員 ５名 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日

時点） 

月曜日 （１～２人）  木曜日（空き無し） 

火曜日 （１～2 人）  金曜日（1～2 人） 

水曜日 要相談    土曜日 要相談 

主な対象 小学生から高等生 （学年問わずに参加、曜日によって異なります） ※重症心身

障害児さんが主な利用です。 

1 日の流れ 【平日】 事業所到着 → はじまりの会 → おやつ → プログラム活動 → 自由

遊び → 保護者迎えまたは事業所スタッフが送ります。 

＊土曜日・長期休暇はお弁当持参でお願いします。 

送迎の有無 【平日】 各学校に迎えに行きます。帰りは希望により自宅まで送ります。 

【土曜日・長期休暇】 基本的には保護者による送りをお願いしています。帰り

は希望により自宅まで送ります。 

＊ 送迎については、場所等によって要相談 

主な活動内容 季節に応じた制作活動・手話で歌遊び 一人一人のニーズ・成長に合わせて活動

を考えます。 ※長期休みは、外出支援も実施しています。体調変化に気を付け

ながら、安全第一・ゆったりとした空間の中で少人数で活動しています。日々の

バイタルチェックで健康確認・感染予防に手洗い・ うがい指導。看護師在中し

ておりますので、医療的ケアも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

tel:077-532-9197


No. 14 

実施主体・事業所名 株式会社スカイ   

放課後等デイサービス ジュニアスペースらいぶ・草津 

住所・電話番号 草津市矢橋町 884-8 TEL：077-566-8500 

運営方針 放課後のお子様の居場所「ザ・サードプレイス(第 3 の快適空間)」として、「運

動療育」「知育療育」を中心に、のびやかに育つ環境を提供します。 運動を通

じてお子様の自発性を見つけ、本来持っている才能を引き出すお手伝いをしま

す。また、ご家庭でのストレス軽減のお役に立ちたいと考えております。 

営業日 月曜日から土曜日（日曜日、お盆、年末年始は休み） 

営業時間 

（サービス提供時間） 

【学校のある日】 放課後～18：00  

【学校休業日】  10：00～16：00 

利用料の目安 【学校のある日】送迎含む 約 1,000 円／日  

【学校休業日】  送迎含む 約 1,200 円／日  

＊月額の上限額に達するまで利用に応じてお支払いいただきます。 

＊おやつ、教材費等は別途お支払いいただきます。  

1 日の利用定員 10 名 

空き状況（令和 4 年 8

月 15 日時点） 

要相談。来年度受入れ人数については、希望順にて現在受付中。詳しくは お

電話にて問い合わせください。 

主な対象 ・小学校低学年(1 年生～3 年生)※運動療育メインの為、安全確保が難しいと

判断した場合、お断りする場合がご ざいます。あらかじめご了承ください。 

1 日の流れ 事業所到着→検温、手洗いうがい(体調チェック)→お着替え→自由遊び(宿

題)→知育・ 運動療育 →おやつ→自由遊び(宿題)→終わりの会(送迎) ＊土曜・

祝日・長期休暇はお弁当持参 

送迎の有無 【学校のある日】 

 各学校に迎えに行きます。帰りは希望により自宅まで送ります。 

【学校休業日】 希望により自宅にお迎えに行きます。帰りも希望により自宅

まで送ります。 ＊送迎については、場所等によって要相談。 

主な活動内容 らいぶ草津では、主な対象を小学生低学年として、マット運動・鉄棒・跳び箱

を中心に、ボルダリングやスラックラインなど、様々な運動療育を行っており

ます。知育療育では工作や学習（リズムダンス・歌）、脳トレなど様々な療育を

行っており、季節に応じた創作や調理を通して、集中力や達成感を得ることに、

可能な限りサポートさせて頂いております。 

※来所時の体調チェック、館内抗菌コーティング実施など、新型コロナウイル

ス感染拡大防止対策を徹底してお預かりします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



No. 15 

実施主体・事業所名 株式会社スカイ   

放課後等デイサービス ジュニアスペースらいぶ・草津アネックス 

住所・電話番号 草津市矢橋町 884-1 TEL：077-566-6200 

運営方針 放課後のお子様の居場所「ザ・サードプレイス(第 3 の快適空間)」として、

「運動療育」「知育療育」を中心に、のびやかに育つ環境を提供します。 運

動を通じてお子様の自発性を見つけ、本来持っている才能を引き出すお手伝

いをします。また、ご家庭でのストレス軽減のお役に立ちたいと考えており

ます。 

営業日 月曜日から土曜日（日曜日、お盆、年末年始は休み） 

営業時間 

（サービス提供時間） 

【学校のある日】 放課後～18：00  

【学校休業日】  10：00～16：00 

利用料の目安 【学校のある日】送迎含む 約 1,000 円／日  

【学校休業日】  送迎含む 約 1,200 円／日  

＊月額の上限額に達するまで利用に応じてお支払いいただきます。 

＊おやつ、教材費等は別途お支払いいただきます。  

1 日の利用定員 10 名 

空き状況（令和 4 年 8

月 15 日時点） 

各曜日若干名。来年度受入れ人数については、希望順にて現在受付中。詳し

くは お電話にて問い合わせください。 

主な対象 ・小学校高学年(4 年生以上～)、中学生、高校生 ※運動療育メインの為、安

全確保が難しいと判断した場合、お断りする場合がございます。あらかじめ

ご了承ください。 

1 日の流れ 事業所到着→検温、手洗いうがい(体調チェック)→お着替え→自由遊び(宿

題)→知育・ 運動療育 →おやつ→自由遊び(宿題)→終わりの会(送迎) ＊土

曜・祝日・長期休暇はお弁当持参 

送迎の有無 【学校のある日】 

 各学校に迎えに行きます。帰りは希望により自宅まで送ります。 

【学校休業日】 希望により自宅にお迎えに行きます。帰りも希望により自宅

まで送ります。 ＊送迎については、場所等によって要相談。 

主な活動内容 らいぶ草津アネックスでは、主な対象を小学生高学年以上として、マット運

動・鉄棒・跳び箱を中心に、ボルダリングやスラックラインなど、様々な運

動療育を行っております。知育療育では工作や学習（リズムダンス・歌）、脳

トレなど様々な療育を行っており、季節に応じた創作や調理を通して、集中

力や達成感を得ることに、可能な限りサポートさせて頂いております。 

※来所時の体調チェック、館内抗菌コーティング実施など、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止対策を徹底してお預かりします。 

 

 

 

 

 

 



No. 16 

実施主体・事業所名 一般社団法人慶和会 放課後等デイサービスあすなろ草津 

住所・電話番号 草津市東草津２丁目 2-49-1 TEL:077-576-5500 

運営方針 家庭の３要素といえる「遊びの場」「生活の場」「学びの場」を兼ね備えた「第

二の家」としての支援を行う。 

営業日 月曜日から金曜日（土曜日、日曜日、お盆、祝日、GW、年末年始は 休み） 

＊土曜日は、あすなろクラブをご利用頂けます。 

営業時間 【月曜日から金曜日】 放課後～17：00  

【長期休暇】     10：00～17：00 

利用料の目安 【平日】 送迎含む 約 1,250 円／日  

【長期休暇】 送迎含む 約 1350 円／日  

＊月額の上限額に達するまで利用に応じてお支払いいただきます。 ＊プログ

ラムに伴う材料代等は別途お支払いいただきます。 

1 日の利用定員 10 名 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日

時点） 

2 名程度、曜日により利用可能。 

配車都合で受け入れできない場合もございます。 

主な対象 小学生の児童が多い 

1 日の流れ 【平日】 事業所到着 → 宿題 → おやつ(コロナ感染予防のため、現在おや

つはございません) → プログラム活動 → 自由遊び → 事業所スタッフが

送ります。 

 ＊長期休暇はお弁当持参 

送迎の有無 【平日】各学校に迎えに行きます。帰りもご自宅まで送ります。     

【長期休暇】ご自宅に迎えに行きます。帰りもご自宅まで送ります。 

主な活動内容 自立支援のため、身の回りの整理や活動の準備、片付け等を出来る範囲で行

い、自分でできる力を養います。プログラム活動では、言葉の学習や SST に

も取り組んでいます。また、学期休みには買い物体験 や外食体験をする事で、

お金の使い方の練習をおこなったり、公園や体育館、農作業体験、工場見学

など施設外にも積極的に出かけ、体験や経験を通じて社会生活を学んでいき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No. 17 

実施主体・事業所名 合同会社 RED＆BLUE・辻義塾 橋岡教室 

住所・電話番号 草津市橋岡町 75－1（TEL:077- 562-3456) 

運営方針 辻義塾は各ご家庭と病院（医療）、学校（教育）の連携を重視し、計画的かつ継続

的なサービスで「利用者様が社会人としての第一歩を踏み出す準備をサポートす

る」療育を方針としています。 

営業日 月・火・水・木・金・土・日 （12 月 31 日～1 月 3 日は休み） 

営業時間 【月～金（祝祭日含む）】 11:30 または放課後～19:30（延長 前後 2 時間程度）  

【土・日・長期休暇】 10:00～18:00（延長 前後２時間程度） 

 ※日曜日は活動内容によって変更あり 

 ※緊急事態宣言、蔓延防止等重点措置の発令により、サービス提供時間が変更

になる場合がある。  

利用料の目安 【学校登校日】送迎含む 約 1,000 円～／日  

【学校休校日】送迎含む 約 1,200 円～／日 

＊月額の上限額に達するまで利用に応じてお支払いいただきます。 ＊実費負担

金 550 円～／日（施設管理費、食材費、活動費等） 

 （詳しくは、HP をご確認ください） 

1 日の利用定員 10 名 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日時点） 

空きあり  

主な対象 高校生及び中学生 

1 日の流れ 【月～金（祝祭日含む）】 

 11:30 送迎（学校下校時間に応じて順次送迎） 

 12:30 昼食（お弁当持参または材料を持参して自分で調理） 

 13:30 活動教室掃除、今日の目標設定 

 14:00～18:00 個別・集団学習など活動時間（1 枠 45 分）、調理 

 18:00 夕食、夕食後片付け  

 19:00 一日の振り返り 

 19:30 終礼、送迎開始  

※土曜・長期休暇中…夕食なし、10:00 からの利用となります。 

送迎の有無  片道 15 分程度の自宅、学校、駅、登録された特定の場所  

＊送迎については、場所等によって要相談  

主な活動内容 【日曜日】 運動療育、またはイベント等 

【通常活動】 集団療育（ 社会性、日常生活動作を身につける活動）   

 個別学習（宿題、個人課題など） 

【イベント等】 非日常プログラムから社会性を身につける活動 

※ 詳しくはパンフレットをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

No. 18 

実施主体・事業所名 合同会社 RED＆BLUE・辻義塾 南草津教室 

住所・電話番号 草津市橋岡町 43-10（TEL:077- 562-3456) 

運営方針 辻義塾は各ご家庭と病院（医療）、学校（教育）の連携を重視し、計画的かつ継続

的なサービスで「利用者様が社会人として第一歩を踏み出す準備をサポートす

る」療育を方針としています。 

営業日 月・火・水・木・金・土 （日・12 月 31 日～1 月 3 日は休み） 

営業時間 11:30 または放課後～18:00（延長 前後 2 時間程度） 

利用料の目安 【学校登校日】送迎含む 約 1,000 円～／日  

【学校休校日】送迎含む 約 1,200 円～／日 

 ＊月額の上限額に達するまで利用に応じてお支払いいただきます。       

 ＊実費負担金 220 円～／日（施設管理費、活動費等） 

 （詳しくは、HP をご確認ください） 

1 日の利用定員  10 名 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日時点） 

 空きあり (１・２年生満員、火曜日は要相談）  

 令和 5 年度の新 1 年生受け入れ予定（５名程度） 

主な対象 小学校 1 年生～小学校 6 年生  

※利用者様の特性により、中学生の受け入れあり 

1 日の流れ 【平日・土・長期休暇】 

 11:30～送迎（登校日は学校終了後、順次送迎） 

     来所時 「今日のめあて」設定 

 12:30 昼食（お弁当持参） 

 13:30～16:30 宿題や集団活動など（1 枠 30～45 分）  

 16:30～17:30 みんな遊び（みんなで相談して決める） 

 17:30 一日の振り返り 掃除 

 18:00 帰りの会 

※低学年は、<まずは放デイに慣れること>を目的とした別メニューで活動を行

い、成長に合わせて上記スケジュールに少しずつ移行していきます。 

送迎の有無  片道 15 分程度の自宅、学校、駅、登録された特定の場所 

＊送迎については、場所等によって要相談  

主な活動内容 ・集団療育（社会性、日常生活動作を身につける活動） 

長期休暇中などは野外活動（川遊びやプール等）や、橋岡教室と合同 でイベント

を行なうこともあります。 

 ・個別学習（宿題、個別課題など） 

※ 詳しくはパンフレットをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

No. 19 

実施主体・事業所名 合同会社 Triple Win・発達支援教室 ichi5（いちご） 

住所・電話番号 草津市橋岡町 43-7 スペースアジョンス１階・TEL 077-599-5815 

運営方針 楽しい活動を通して、ルールやマナー、人との関わり方、やりとりの仕方な

ど、社会で生活していくために必要な力を習得できるように支援していきま

す。 

営業日 月曜日から金曜日（祝祭日、年末年始、お盆等は除く） 

営業時間 【平日】放課後～17：45（延長は要相談） 

【学校休業日】10：00～16：30（延長は要相談） 

利用料の目安 【平日】約 1100 円／日（送迎含む） 

【学校休業日】約 1200 円／日（送迎含む） 

※月額上限に達するまで、ご利用に応じてお支払い頂くことになります。 

※おやつ・活動に必要な材料費・お出かけの交通費等は、実費分として別途

お支払い頂くことになります。 

1 日の利用定員 10 名 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日

時点） 

空きはほぼありませんが、ご相談下さい。 

主な対象 対象は小学生～高校生ですが、地域の小学生が多いです。 

1 日の流れ 【平日】学校へのお迎え→宿題・プリント→おやつ→小集団での取り組み→

自由遊び→終わりの会→ご自宅へお送り 

【学校休業日】ご自宅へのお迎え→始まりの会→メインの活動→昼食→サブ

の活動→おやつ→自由遊び→終わりの会→ご自宅へお送り 

※詳細はメインの活動により変わります。 

送迎の有無 【平日】 

各学校へお迎えにあがります。帰りはご自宅までお送りします。 

【学校休業日】 

ご自宅にお迎えにあがります。帰りもご自宅までお送りします。 

主な活動内容 【平日】宿題や自由遊びの中で、個々の課題に応じて関わる時間と、小集団

で運動遊び、創作遊び、関わり遊び、リズム遊びをする中で、社会性を培う

時間を設定しています。 

【学校休業日】クッキングや実験教室、和太鼓教室、お出かけ等、普段でき

ない活動を通して、自主性や社会性を育む支援をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

No. 20 

実施主体・事業所名 社会福祉法人びわこ学園・放課後等デイサービスちょこらんど 

住所・電話番号 草津市笠山 4 丁目 12-57  TEL：077-598-0720 

運営方針 医療的ケアのある重症心身障害児さんの放課後の過ごしを豊かに 

営業日 月曜日から金曜日 

＊ 現時点では火曜・木曜の週 2 日のみ開所 

 （日曜日、祝日、GW、年末年始は休み） 

営業時間 【月曜日から金曜日のうち、火曜・木曜開所】 放課後～16：30 

【長期休暇】  10：00～16：00  

利用料の目安 【日用品費】    300 円／月 

【入浴料金】    350 円／回 

＊月額の上限額に達するまで利用に応じてお支払いいただきます。 

1 日の利用定員 児童発達支援事業利用含めて ５名 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日

時点） 

空き無し 

主な対象 当「訪問看護ステーションちょこれーと。」をご利用で、主治医の指示書があ

る、医療的ケアを有する重症心身障害児 

1 日の流れ 【平日】 

事業所到着 →健康状態観察 → 入浴希望の方は入浴→ゆったり過ごし→ 

保護者迎えまたは事業所スタッフが送ります。 

送迎の有無 【平日】 

各学校に迎えに行きます。帰りは希望により自宅まで送ります。 

【長期休暇】 

基本的には送迎しますが、場所等によって要相談 

主な活動内容 医療的ケアのある重症心身障害のお子さんが対象なので、下校後は疲れをい

やして明日への活力とするための、ゆったりした活動・行事のすごしをして

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 21 

実施主体・事業所名 
SUNNYSIDE 合同会社  おひさまはうす 

住所・電話番号 草津市山寺町１１８６－２  TEL：０７７－５６１－０１３０ 

運営方針 大切にされているという安心感と人への信頼感を基本にして、子どもたち一人

ひとりの個性を大切にした支援を目指します。音楽を支援の中心に置きつつ、

友だちや支援者との関わりを楽しめるような環境を設定し、発達を促していき

ます。 

営業日 月・火・水・木・金・土（第 1・第 3 のみ）・日   

※木は個別音楽療法（MT）・言語療法（ST）のみ／日は個別音楽療法のみ  

※祝日、お盆、年末年始は休み                            

営業時間 【月曜日から金曜日(木曜日を除く）】 放課後～18：00（延長なし） 

【土曜日・長期休暇】 10：00～16：00 （延長なし） 

※個別音楽療法（MT）・言語療法（ST）は 9:00～18:00 

利用料の目安 【平日】 送迎含む  約 1,100 円／日 

【土曜日・長期休暇中】 送迎含む  約 1,200 円／日 

＊月額の上限額に達するまで利用に応じてお支払いいただきます。 

＊おやつ代等は別途お支払いいただきます。 

1 日の利用定員 10 名 

空き状況 

（令和 4 年 8 月時点） 

なし  ＊言語療法（ST）：若干名  ＊音楽療法（MT）：キャンセル待ち                 

※詳しくは当事業所までお問い合わせ下さい。 

主な対象 小学生・中学生・高校生（養護学校の児童・生徒を含む） 

1 日の流れ 【平日】事業所到着→（宿題）→おやつ→はじまりの会→プログラム活動→自

由遊び →終わりの会→保護者迎えまたは事業所スタッフによる送り 

【土曜日・長期休暇中】事業所到着→はじまりの会→プログラム活動１→昼食

（お弁当）→プログラム活動２→おやつ→終わりの会→保護者迎えまたは事業

所スタッフによる送り 

送迎の有無 【平日】各学校に迎えに行きます。帰りは希望により自宅まで送ります。 

【土曜日・長期休暇】基本的には保護者による送迎をお願いしていますが、

むずかしい場合は自宅まで送迎します（要相談）。 

＊送迎については、場所等によって要相談 ＊個別 MT・ST は送迎なし        

主な活動内容 第 1 土曜日は毎週集団音楽療法（音楽療法士が指導）に取り組んでいます。そ

れ以外は、おやつ作りや軽スポーツなど、利用者の方の興味、関心や季節に応

じた内容を幅広く設定しています。 

他に、個別の音楽療法（水・木・土・日）や言語療法（月～土）の設定日もあ

ります。 

※個別音楽療法支援時間：各曜日とも 9:00～18:00／1 回 40 分 

※言語療法支援時間（個別のみ）：各曜日とも 9:00～18:00／1 回 60 分 



 

No. 22 

実施主体・事業所名 有限会社青い鳥コミュニティー・放課後等デイサービス青い鳥 

住所・電話番号 草津市追分 6-19-6・電話番号 090-8448-0016 

運営方針 発達障がいをはじめとし、重症心身障がいのお子様たちの成長をご本人やご

家族様と共に一緒に喜び、一緒に学んでいきたいと願っています。元気で明

るい子ども達に励まされて毎日ほんとに楽しくワクワクにぎやかに、ロクハ

の丘でみんなでにぎやかに暮らしてます。これからも皆さまどうぞよろしく

お願いします。 

営業日 月～金（ご家庭の大切な行事の日は土日も可） 

営業時間 基本 10 時～16 時 

学校の日は、放課後～17 時半前後 

利用料の目安 法定負担金以外のご負担はありません。 

1 日の利用定員 5 名 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日

時点） 

なし 

（数年、新規募集はございません。誠に申し訳ありません） 

主な対象 発達障がいのお子様 

重症心身障がいのお子様 

1 日の流れ ・個別活動 

①今日のスケジュール説明 

②保清（ご入浴、清拭、爪切り、整容、お着換え） 

③おやつタイム、水分補給 

④リハビリ・療育（作業療法、教員他） 

⑤楽器や絵本、手遊び、ｉｐａｄの練習、対話練習、グループ活動 

⑥お話しタイムやフロアでゴロゴロ遊び、ダンス 

⑦今日の頑張った事を話す 

⑧帰りの車の説明と次回のお約束を話す 

送迎の有無 あります。ご家族にお願いすることもございます。 

主な活動内容 上記ご参照ください。 

☆コロナでお出かけできていませんが、部活動もあります。 

ダンス部、水泳部、スタバお茶会部、電車でお出かけ遠足部等・・ 

またお出かけできる日が来るといいですね(^O^)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No. 23 

実施主体・事業所名 株式会社東山 スパーク事業部 放課後等デイサービス スパーク草津店 

住所・電話番号 滋賀県草津市草津 3-13-47     TEL：077-569-6520 

運営方針 ⑴ 放課後デイサービスの提供にあたっては、利用者が生活能力向上のために

必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、事業所に

おいて、適切かつ効果的な指導訓練を行うものとする。 

⑵指定放課後等デイサービスの実施に当たっては、地域との結び付きを重視 

し、利用者の所在する市町村、他の指定障害児通所支援事業者、指定障害児 

相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児入所施設その他福祉 

サービス又は保健医療サービスを提供する者（以下「障害児通所支援事業者 

等」という。）との密接な連携に努めるものとする。 

⑶指定児童発達支援、指定放課後等デイサービスの実施に当たっては、障害児 

の保護者の必要な時に必要な、指定放課後等デイサービスの提供ができるよ 

う努めるものとする。 

⑷前三項のほか、法及び「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設 

備及び運営に関する基準」に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定放 

課後等デイサービスを実施するものとする。 

営業日 月曜日から土曜日 （日曜日、お盆、GW、年末年始は休み） 

営業時間 【月曜日から金曜日】 10：00～17：30 

【土曜日・長期休暇】  10：00～17：30  

利用料の目安 1 日当たりの目安  約 1,000 円／日 

＊月額の上限額に達するまで利用に応じてお支払いいただきます。  

1 日の利用定員 10 名 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日

時点） 

現在定員が一杯になっておりまして、待機待ちの状態となっております。 

主な対象 小学校が中心 

（学年問わず参加、曜日によって異なります） 

1 日の流れ 1 時間のプログラムの中で、個々に合わせた療育を行います 

送迎の有無 無 

主な活動内容 ・子どもの興味を尊重し、身体を沢山動かしてあそびます 

・心に働きかけるアプローチで一緒に沢山関わり、やりとりを深め、自己肯定

感を高めます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

No. 24 

実施主体・事業所名 株式会社いまここ 放課後等デイサービス いまここ step 

住所・電話番号 滋賀県草津市下笠町 815－8 

電話：077-514-7787  FAX:077-514-7788 

運営方針 障害の特性や生活の実態に応じて、児童の自立促進、生活の向上、集団生活へ

の適応をめざして適切な支援を行います。 

営業日 月曜日から土曜日 （祝日、GW）,お盆、年末年始は除く） 

営業時間 【月曜日から金曜日】 10：00～18：00 

【土曜日・長期休暇】 8：00～18：00 

 （18 時以降は自費サービス 最大 20 時） 

利用料の目安 【平日】送迎含む 約 1,000 円/日 

【土曜日・長期休暇】送迎含む 約 1,200 円/日 

※月額の上限額に達するまで利用に応じてお支払いいただきます。 

※おやつ、交通費等は別途お支払いいただきます。 

おやつ 110 円/日 その他活動費 

1 日の利用定員 10 名 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日

時点） 

空きなし 

主な対象 小学校が中心 

（学年問わず参加、曜日によって異なります） 

1 日の流れ 【平日】 

事業所到着 → 学習（主に宿題） → おやつ → 自由遊び → 

プログラム活動 → 保護者迎えまたは事業所スタッフが送ります。 

※土曜日・長期休暇はお弁当持参 

送迎の有無 完全送迎（保護者からの送り迎えも可能です） 

主な活動内容 学校営業日は、宿題→活動を行っています。 

学校休業日や長期休暇の期間外出活動やクッキングを行っています。 

活動を通じて児童の関わりを作っていくのが目的です。 

モットーは「活動は全員参加」です。児童と関係を作りながら少しずつでも最

終はみんなで一緒に遊ぼうを目標にしています。 

活動内容は月によって異なりますが、季節感を味わえるように提供させていた

だきます。 

随時、見学・体験も可能です。 

株式会社いまここでは、働くお父さん・お母さんを応援しています。 

 

 

 

 

 

 



 

No. 25 

実施主体・事業所名 一般社団法人 no-de  /  放課後等デイサービス incline  

住所・電話番号 草津市草津一丁目 13-12 TEL：090-6233-6547（incline 直通） 

運営方針 『子どもが子どもらしくいられる場所』をコンセプトに、少人数での活動を主

体に子どもたちの放課後の過ごしを保障します。子どもたちと一緒に、本来持

つ心の内や、個性を発見し成長できるよう、子どもたちの『したい気持ち』に

寄り添い続けます。 

営業日 火曜～日曜日・祝日(月曜日・お盆・年末年始は休み) 

営業時間 【火曜日から金曜日】 放課後～17：00 

【土曜・日曜・長期休暇】 10：00～16:00 

利用料の目安 世帯の課税状況によって上限額が定められていますので、利用料金について

は、各自治体にお問い合わせください。教材費及びおやつ代につきましては、

1 回あたり 100 円を頂戴しております。 

1 日の利用定員 10 名 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日

時点） 

1 日 2～3 名ほどの空きがございます。 

ご利用日数等、お気軽にご相談ください。 

主な対象 小学校低学年のお子様を中心に、高校三年生まで学年問わず利用して頂いてい

ます。 

1 日の流れ 【平日】 

事業所到着→始まりの会→おやつ→グループに分かれての活動(製作・クッキ

ング・戸外遊びなど)→終わりの会→保護者迎え、又は事業所のスタッフが送

迎 

【休日】 

事業所到着→始まりの会→グループに分かれての活動(製作・クッキング等)→

昼食→全体での活動(外出活動・散歩等)→おやつ→自由遊び→終わりの会→保

護者迎え、又は事業所のスタッフが送迎 

※土・日曜日・祝日・長期休暇は基本お弁当持参ですが、クッキング活動時な

どはお弁当が不要になります。 

※休日は一日をかけて外出活動をしている事が多いです。 

（消防署見学・体験。八幡堀への遠足。琵琶湖博物館や大津科学館。バーベキ

ュー。帰帆島公園や子どもの国等)体験を重視し、コロナ禍の中でもできるこ

とを模索しています。 

送迎の有無 【平日】 

各学校にお迎えに行かせて頂きます。帰りのお送りも希望によりご自宅までお

送りします。 

【休日】 

行き帰り共に、希望によりご自宅までお迎え、お送り致します。 

※場所、希望時間により応相談 

主な活動内容 グループでの活動を基本としながら、毎月遊びのテーマを決め、テーマに沿っ

た活動に取り組んでいます。個々の持っている力に合わせた 



外出活動、クッキング、創作活動や、みんなで楽しめる季節行事・感覚統合遊

びを提供しています。 

土日・長期休暇には外出活動も積極的に行っています。 

毎月第 4 土曜日には、同じ建物内で実施されている子ども食堂に参加してい

ます。地域の子どもたちも参加され、一緒にご飯を食べたり、活動(製作活動、

スポーツ、ボードゲーム等)を一緒に行うことで、関わりを広げ、交流していま

す。※新型コロナの感染情報等により中止の場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No. 26 

実施主体・事業所名 株式会社 TeampresenT 放課後等デイサービス チームレインボー 

住所・電話番号 滋賀県草津市東矢倉 2-35-13 TEL077-598-0856 

運営方針 子どもたちが信頼できるＴｅａｍと共に失敗と成功を体感し、一人一人の可

能性を広げ、輝く笑顔をｐｒｅｓｅｎＴします！ 

営業日 月曜～土曜（日曜日、年末年始休み） 

営業時間 【平日】放課後～16：45（日中一時支援にて延長～21：00） 

【土・祝日・長期休暇】10：45～16：45（日中一時支援にて 7：00～、～21：00） 

利用料の目安 【平日】送迎含む  約 1,000 円／日 

【土曜・祝日・長期休暇】 送迎含む  約 1,200 円／日 

＊月額の上限額に達するまで利用に応じてお支払いいただきます。 

＊実費：おやつ代 100 円・管理費 200 円／1 回 

1 日の利用定員 10 名 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日

時点） 

木 2 名程度 

それ以外 5 名程度 

主な対象 小学生 

1 日の流れ 【平日】 

学校（自宅）お迎え → 事業所到着 → 宿題 → おやつ → 自由遊

び → 外遊び中心のプログラム活動 → スタッフが送り。 

【土曜日・長期休暇】 

自宅お迎え → 事業所到着 → 自由遊び → 昼食 → 外遊び中心の

プログラム活動 → おやつ → 自由遊び → スタッフが送り。 

＊土曜日・長期休暇はお弁当持参もしくは購入 

＊土曜日、祝日、定期的にイベント有 

送迎の有無 草津市全域、栗東市全域、大津市南部、守山市に有。他相談可。 

主な活動内容 私たちチームレインボーでは、男女共にスポーツ経験のある若いスタッフを

配置し、「子ども 1 人 1 人との信頼関係」を何よりも大事に、日々活動して

おります。 

【個別療育】プール療育 

【外活動】虫取り、ドッジボール、山登り、サッカー、野球、バスケットボ

ール、バレーボール、フリスビー、プール、鬼ごっこ、ブランコ、滑り台、

遊具遊び、相撲等 

【室内活動】：運動療育、ボール遊び、ジェンガ、カードゲーム、バランス

ゲーム、トランポリン、体幹、宿題、お絵かき等 

 

 

 

 

 

 

 



No. 27 

実施主体・事業所名 株式会社ｂｌｉｎｋ 放課後等デイサービスセンターこころね 

住所・電話番号 〒525-0041 草津市青地町 982 番地  電話 077（576）6700 

運営方針 日々の成長に寄り添いながら、一人一人の「こころ」に「根（ね）」を張り

「やってみたい！」を育む支援を提供して参ります。 

営業日 月曜日から土曜日・祝日  （年末年始はお休み） 

営業時間 【月～金曜日】放課後～17：30【土曜日・長期休暇】9：30～17：00 

利用料の目安 【平日】送迎含む  約 1,000 円／日 

【土曜日・長期休暇】 送迎含む  約 1,200 円／日 

 原則利用料金の１割を負担となります。 

＊月額の上限額に達するまで利用に応じてお支払いいただきます。 

＊昼食代、おやつ、活動での交通費等の実費分は別途お支払い下さい。 

1 日の利用定員 10 名 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日時点） 

ご相談ください。 

来春、数名が卒業されます。来年度のご希望数名受付致します。 

主な対象 小学 1 年生から高等部・高校生 3 年生まで 

1 日の流れ 【平日】 

事業所到着➡宿題（ある人）➡自由遊び➡おやつ➡集団活動又は個別支援計

画による個人課題➡片付け掃除➡帰りの会➡自宅送迎 

【土曜・長期休暇】お弁当不要（クッキング実施/長期休暇時は管理栄養士

による献立メニューを提供） 

送迎の有無 【迎え】平日：各学校へお迎え。土曜日・長期休暇：ご自宅迄お迎え。 

【お送り】帰りはご自宅までお送り致します。 

主な活動内容 ・水曜日：外部講師によるミュージック・ケアを実施 

・木曜日：外部講師による運動活動を実施 ボルダリング壁面あり 

・隔週土曜日：理学療法士による機能訓練を実施 

・農業：畑で作物を育成。土の耕しから野菜の水やりや収穫、草引き、収穫

した野菜の販売活動、お味見会、野菜クッキング 

・必要に応じてＳＳＴ（移動訓練/買い物訓練/手指訓練/調理実習/履歴書記

入練習等）・就労準備支援を個別支援計画に沿って実施 

・公園遊びや室内ゲーム（綱引き/ドッジボール/ホッケー/大繩飛び/ボード

ゲーム/カードゲーム）感触遊び/工作/季節の創作活動 

・森林散歩＆虫取り/野鳥観察/名所巡り/滋賀のおやつ探訪 

・長期休暇：夏祭り/プール/スライドショー/避難訓練/クリスマス会/大掃

除/新年会/体験活動/体育館運動 

「やってみたい！」の好奇心、全力でサポート致します 

 

 

 

 

 



No. 28 

実施主体・事業所名 特定非営利活動法人 元気っずミーオ 放課後等デイサービス つなぐ 

住所・電話番号 草津市草津 2 丁目４－１９  ０７７－５６３－５０１１（げんき） 

運営方針 共感性を育み、応じる力・ＳＯＳを発信する力・チャレンジする力・自分で

判断し決める力などを仲間との活動を通して育んでいけるよう支援しま

す。 

子どもや家族の思いを尊重し、人や物を愛する力を育む。 

自信を持って将来に向かえる構えを育みます 

営業日 月曜日~金曜日のみ  土日祝日、お盆 3 日間、年末年始はお休み 

営業時間 【平  日】 放課後～１８時（送迎含む） 

【学校休業日】１０時～１８時（土曜日は 16 時まで） 

     就労対応の為早朝 8 時半から受け入れ可能（要相談） 

利用料の目安 【平  日】 送迎を含む   ９００円程度 

【学校休業日】送迎を含む  １０００円程度 

  月額上限に応じて徴収させていただきます。おやつ代 1 日 50 円 

  学校休業日の活動に関して別途費用が掛かることがあります 

1 日の利用定員  10 名 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日

時点） 

・現在空き状況としては火・木曜日のみ （３～４名程度） 

主な対象 小学生高学年～高校生 

1 日の流れ 【平  日】  来所→宿題（課題活動）→始まりの会→おやつ 

      プログラム活動（戸外遊び・集団遊び・ボードゲーム等） 

   → 帰りの会 

【学校休業日】 来所→宿題（課題活動・自由遊び）→始まりの会 

      →プログラム活動（制作活動等）→昼食→集団活動    

→おやつ→自由遊び（ボードゲーム等）→帰りの会 

送迎の有無 【平  日】 各学校に迎え  帰りは希望により自宅送り 

【学校休業日】基本的には保護者の送迎 

       希望により自宅との送迎 

主な活動内容 ・立地条件の良さから近隣の公園に四季を通じて出かけています。 また

買い物や、街中探検、社会見学など 

・ルールのある遊びやゲームなどの集団活動 

・制作活動や構成遊び、クッキング 

・下級生の放課後デイ「げんき」との交流活動を通じて立案・企画・運営・

実施など   

・図書館や博物館、科学館などでの体験活動（学校休業日） 

 

 

 

 

 



No. 29 

実施主体・事業所名 株式会社いまここ 放課後等デイサービス いまここ mico 

住所・電話番号 滋賀県草津市南山田町１０８７－2 

電話：077-574-8805  FAX:077-574-8807 

運営方針 障害の特性や生活の実態に応じて、児童の自立促進、生活の向上、集団生

活への適応をめざして適切な支援を行います。 

営業日 月曜日から土曜日 （祝日、GW）,お盆、年末年始は除く） 

営業時間 【月曜日から金曜日】 10：00～18：00 

【土曜日・長期休暇】 8：00～18：00 

 （18 時以降は自費サービス 最大 20 時） 

利用料の目安 【平日】送迎含む 約 1,000 円/日 

【土曜日・長期休暇】送迎含む 約 1,200 円/日 

※月額の上限額に達するまで利用に応じてお支払いいただきます。 

※おやつ、交通費等は別途お支払いいただきます。 

 おやつ 110 円/日 その他活動費 

1 日の利用定員 10 名 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日

時点） 

空きなし 

主な対象 小学校・中学校・高校 

（学年問わず参加、曜日によって異なります） 

1 日の流れ 【平日】 

事業所到着 → 学習（主に宿題） → おやつ → 自由遊び → 

プログラム活動 → 保護者迎えまたは事業所スタッフが送ります。 

※土曜日・長期休暇はお弁当持参 

送迎の有無 完全送迎（保護者からの送り迎えも可能です） 

主な活動内容 1 年を通じて様々なアクティビティがあります。特に外出活動では様々な

場所へ出かけ、体験を通じてコミュニケーション能力の向上を主体に、社

会生活を送るうえで必要なスキルを身につける活動（公共機関の利用、お

買い物、交通ルールなど）に力を入れており、季節のイベントなども行っ

ています。 

施設は広く落ち着いた空間で、室内の活動も幅広く行えるのが特徴です。

随時、見学・体験も可能です。 

株式会社いまここでは、働くお父さん・お母さんを応援しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



No. 30 

実施主体・事業所名 ARTPOP（合）ウィズ・ユー草津笠山 

住所・電話番号 草津市笠山 2-1-28 クローバービル２F 

電話：075-598-5374  FAX:075-598-5375 

運営方針 社会的自立の形成を目標とし、利用者様ファーストの空間作りと活動内容で、

個々の心身の成長を促し自立に向けて適切な支援を行います。 

営業日 月曜日～土曜日 【日曜日、年末年始は休み】 

営業時間 【平日】放課後～17：30 

【土曜日、祝日】11：00～17：00 

お時間等対応できる範囲で対応いたします。お気軽にお尋ねください。 

利用料の目安 ・約 1000 円/日 

受給者証に記載されている上限額まで利用料に応じてお支払いいただき

ます。 

別途おやつ代 100 円/日が必要となります。 

1 日の利用定員 10 名 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日

時点） 

火曜日、木曜日、土曜日に若干名空きがあります。 

送迎場所の都合でお受けできない場合もありますので、その都度ご相談く

ださい。 

主な対象 小学生（１年生）～高校生（３年生） 

1 日の流れ 【平日】 

放課後～各学校へお迎え→始まりの会、個別課題→おやつ→曜日別プログ

ラム →自由遊び→体操→帰りの会→ご自宅まで送り 

【休日】 

ご自宅にお迎え→始まりの会→個別課題→体操→お昼ご飯→自由遊び→

おやつ→曜日別プログラム→帰りの会→ご自宅まで送り 

送迎の有無 有り 

平日は各学校までお迎え、施設利用後ご自宅まで送ります。 

休日はご自宅までお迎え、施設利用後ご自宅まで送ります。 

主な活動内容 ダンスを取り入れた運動療育をメインとし、その他に創作活動や個別学習

プログラムなど行っています。 

・ダンスは音楽を聴きそれに合った振り付けを踊る全身運動です。聴く、

見る、行動するという三つの動作が同時にでき脳の活性化につながりま

す。 

・ジュニア指導員の資格を持った現役のプロダンサーが年齢に応じた振

り付けをします。 

・ダンス以外にも広いスタジオを利用して、体をめいいっぱい動かせるプ

ログラムをたくさん用意しています。 

 

 

 

 

 



No. 31 

実施主体・事業所名 株式会社クラ・ゼミ こどもサポート教室「きらり」草津駅前校 

住所・電話番号 草津市大路一丁目４番１２号大丸ソイビル２階 B 

TEL：077‐596‐5919 

運営方針 通所受給者証の交付を受けた方を対象とし、一人ひとりの発達段階や状況

に合わせて長所を伸ばして生きる力を育みます。 

営業日 月曜～土曜（祝日営業）（日曜・GW・お盆・年末年始はお休み） 

営業時間 平日：10 時～19 時 

土曜・祝日・長期休暇：10 時～19 時 

利用料の目安 平日：約 900 円 

土曜・祝日・長期休暇：約 1000 円 

＊月額の上限額に達するまで利用に応じてお支払いいただきます。 

＊プリント代は別途お支払いいただきます（白黒 10 円、カラー20 円） 

1 日の利用定員 10 名 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日

時点） 

月曜日～金曜日：空き時間あり 

土曜日：要相談 

主な対象 児童発達支援：1 歳半～小学校入学前 

放課後等デイサービス：小・中・高校生 

1 日の流れ 1 回 1 時間の個別療育。 

1 対 1 でご利用者様のニーズに合った支援を提供させて頂きます。 

送迎の有無 送迎はございませんが、滞在時間や支援のフィードバックの時間等で保護

者様と直接話をする時間を設けており、この時間を利用して支援内容や利

用者様の困りごと等を相談させて頂くことができます。 

主な活動内容 1 対 1 で 1 回 1 時間（支援 45 分程、支援のフィードバック 10～15 分程

の計 1 時間）の個別支援を行っており、言葉の面や、コミュニケーション

面、学習面など一人ひとりの状況に合わせてオリジナル教材の使用等、

様々な活動内容でオーダーメイドの個別支援を提供させて頂いておりま

す。詳しく内容を伺いたい保護者様は直接お問い合わせいただければと思

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No 32 

実施主体・事業所名 有限会社ボンサンス   プティット草津ルーム 

住所・電話番号 草津市野村四丁目 13-14 電話番号 077-564-5190 

運営方針 地域で必要とする人へ必要な支援を届け、子どもたちと保護者の方に多様

な選択肢のある社会の実現を目指すことを基本理念としています。一人ひ

とりの特性に応じた福祉サービスの提供に努め、子どもが安心してゆった

りと過ごせる居場所づくりをしていきます。保護者との信頼関係を築き、

家族のサポーターとしての役割を担っていきます。 

営業日 月曜日から金曜日 （国民の休日、年末年始は休み） 

営業時間 【平日】 放課後～１７：３０ 

【学校休業日】 ９：００～１７：００ 

利用料の目安 【平日】送迎含む 約 1,000 円/日 

【学校休業日】送迎含む 約 1,200 円/日 

 原則利用料金の一割負担となります。 

＊月額の上限額に達するまで利用に応じてお支払いいただきます。 

＊おやつ代 100 円  

＊教材費、クッキング代、交通費等は別途徴収させていただきます。 

一日の利用定員 10 名(多機能型の施設のため児童発達と合わせて 10 名) 

空き状況 空きあり  ＊見学随時受付中 

主な対象 小学生が中心 

一日の流れ 事業所到着→体調チェック→自由あそび（宿題）→おやつ 

→プログラム活動（造形・音楽・運動）または自由あそび→終わりの会→

保護者迎えまたは事業所スタッフによる送り 

送迎の有無 【平日】各学校に迎えに行きます。帰りは希望により自宅まで送ります。 

【長期休暇中】基本的には保護者による送迎をお願いしています。むずか

しい場合は自宅まで送迎します（要相談） 

主な活動内容 ・広々とした療育スペースの中、子どもたちの特性をとらえながら、わく

わく・ドキドキするような楽しい遊びを見つけていきたいと思います。 

・造形活動（外部講師）や音楽活動など個々のプログラムを作成し、興味

のある活動を深めていきます。 

・クッキング、栽培活動、公共交通機関を使っての遠足等、自立生活を営

むための多彩なメニューを設けていきます。 

・スタッフは、保育士が多く、保育事業で培った技術・知識をもとに一人

一人の発達に応じた遊びを深め、主体的に活動できるようにしていきま

す。 

・何よりも子どもたちにとって「ゆったりできる、ここがすき」と思って

もらえるような居場所づくりをめざします。 

 

 

 

 

 



No. 33 

実施主体・事業所名 一般社団法人 no-de  /  RECO アフタースクール 

住所・電話番号 草津市野村 6 丁目 10-21   TEL: 077-598-5312 

運営方針 心も体も伸び盛りの時期。まずは RECO（レコ）が何よりも安心できる居

場所になること。次に、周りの人との関係の中で楽しみが生まれること。そ

の上で、新しい体験や発見と出会う。学びを通じてまた一つ違った自分を見

つける。 

RECO（Recognize の略）の意味は「新しい発見をする」。学ぶ楽しさ、新し

い世界へのワクワクを RECO は提供します。 

営業日 月曜日～金曜日（お盆、年末年始はお休み） 

営業時間 平日：放課後～17 時 

長期休暇：10 時～16 時 

利用料の目安 世帯の課税状況によって上限額が定められていますので、利用料金につい

ては、各自治体にお問い合わせください。教材費及びおやつ代につきまして

は、1 回あたり 100 円を頂戴しております。 

1 日の利用定員 10 名 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日

時点） 

一日 5 名程度の空きがございます。 

利用日数等、お気軽にお問い合わせください。 

主な対象 現在は小学生中心。 

小学一年生～高校三年生まで、学年問わず受け入れをしております。 

1 日の流れ １、 学習タイム 

ご希望に合わせて 30 分程度の学習タイムを設けています。学校の宿題

や市販ドリルでの学習にも対応致します。 

２、おやつ 

３、遊びタイム 

事業所の隣に、野村セントラルパークという大きな公園がありますの

で、公園で遊ぶことが多いです。 

ボードゲームや知育玩具等での室内遊びも行います。 

送迎の有無 各学校にお迎えに行きます。 

帰りは希望によりご自宅までお送りします。 

主な活動内容 療育＋学習＝RECO After school 

RECO では、新しい発見にわくわくしたり、ふと現れる日常の不思議を「わ

かった」に変えられるような学びを一緒に進めていきます。心身の発達状況

や特性に合わせた療育時間と、学びを通して自信を積み上げる時間を重ね

合わせることで、お子様の成長を応援したいと考えています。 

学習タイムでは、集中力の向上や、自信を積み重ねることが主な目標となり

ます。 

遊びにおいては、基本的には、お子様のやりたいこと、やってみたいこと

に、スタッフやお友達と一緒に取り組み、自分のペースでの遊びも大事にし

たいと考えています。 

 



No. 34 

実施主体・事業所名 株式会社 blink 放課後等デイサービスセンターこころね ろくは 

住所・電話番号 草津市青地町 1093-8 TEL:077-576-1310  FAX:077-576-1311 

運営方針 「ひとを想いやれるこころをそだてよう」 

・個性を認め合い安心して思いを出せる場所 

・みんながじぶんらしくいられる場所 

営業日 月曜日～金曜日 （土曜日・日曜日・年末年始はお休み） 

営業時間 【月曜日から金曜日】 放課後～17：30 

【祝日・長期休暇】  10：30～17：00 

利用料の目安 【平日】送迎含む  約 1,000 円／日 

【土曜日・長期休暇】 送迎含む  約 1,200 円／日 

＊月額の上限額に達するまで利用に応じてお支払いいただきます。 

＊おやつ、食事代は別途お支払いいただきます。 

1 日の利用定員 10 名 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日

時点） 

月・火・水・木・金 

×・○・×・○・× 

主な対象 小学生・中学生が中心 

（学年問わず参加、曜日によって異なります） 

1 日の流れ 【平日】 

事業所到着 → おやつ → 自由遊び＆プログラム活動 → 自宅送迎 

【長期休暇・祝日】 

事業所到着 → 始まりの会 → 自由遊び＆学習時間 → 昼食   

→ プログラム活動 → おやつ → 帰りの準備 → 帰りの会 → 

自宅送迎 

送迎の有無 【平日】 

各学校に迎え・帰りは自宅送り。 

【長期休暇】 

自宅送迎 

主な活動内容 ・自然遊び（生き物探し・山登り・川遊び etc…） 

・工作活動（ダンボールや発泡スチロールを使った工作） 

・所外活動（釣り・博物館・地域散策 etc…） 

・こども達がやりたいことを尊重し、楽しめる活動を提案できるようにサ

ポートしています。また、どうやったらできる？など考える力を身につけら

れるような支援を心がけています。 

 

 

 

 

 

 

 



No. 35 

実施主体・事業所名 ㈱興和コーポレーション   

放課後等デイサービス ブロッサムジュニア南草津教室 

住所・電話番号 草津市南笠東３丁目１５－５ TEL：077-514-7882 

運営方針 子ども達には自分を信じて、自分のことが大好きでいられるように、それぞれ

の課題と可能性を見つけ、様々な活動や療育を通して「できた！」の経験を重

ね楽しみながら成長できるようサポートします。 

営業日 火曜日から土曜日 （日曜日、お盆、祝日、GW、年末年始は休み） 

営業時間 【月曜日から金曜日】 放課後～17：30 

【土曜日・長期休暇】  10：00～16:00  

利用料の目安 【平日】送迎含む  約 900 円／日 

【土曜日・長期休暇】  約 1,150 円／日 

＊月額の上限額に達するまで利用に応じてお支払いいただきます。 

＊おやつ、交通費等は別途お支払いいただきます 

1 日の利用定員 10 名 

空き状況 

（令和 4 年 8 月 15 日

時点） 

木曜日以外空きあり 

主な対象 小学校が中心（学年問わず参加、曜日によって異なります） 

1 日の流れ 【平日】 

事業所到着 → 宿題 → おやつ → 個別療育・自由遊び → はじめの

会 → 集団プログラム → 個別療育・自由遊び →  おわりの会 → 

保護者迎えまたは事業所スタッフが送ります。 

【土曜日・長期休暇】 

事業所到着 → 初めの会 → 集団療育 → 個別療育・自由遊び・宿題 

→ 昼食 → 個別療育または集団療育・自由遊び → 

おわりの会 → 保護者迎え     ＊土曜日・長期休暇はお弁当持参 

送迎の有無 【平日】 

各学校に迎えに行きます。帰りは希望により自宅まで送ります。 

【土曜日・長期休暇】 

基本的には保護者による送り迎えをお願いしています。 

＊ 送迎については、場所等によって要相談 

主な活動内容 完全個室での個別療育と広いプレイルームでの小集団療育とを組み合わせ、子

どもたちをよく観察し理解したうえで、それぞれの特性に合わせた運動遊び、

学習支援、ソーシャルスキルトレーニングを行います。 

子ども達が体を動かすこと学ぶこと人と関わることの喜びを実感できるよう、

遊び満載の楽しいと感じられるようなプログラムを用意します。 

また、保護者様への応援も惜しみません。子育てに関する悩みや不安について

もサポートします。 

就学に向けて、学校生活、ご家庭での姿、将来のことについて、なんでもご相

談ください。 

 


