
活動内容一部 送迎 費用 受給者証

 サービス利用の相談窓口（相談支援事業所）

① 相談支援

②
相談支援
　（医療的ケア児対応）

③ 相談支援
　（医療的ケア児対応）

④ たんぽぽの会相談支援 相談支援

⑤
相談支援
　（医療的ケア児対応）

 その他の相談窓口

⑥ 相談受付ほか 無料 不要

事業所名 活動内容一部 曜日・時間 送迎 費用 受給者証 運営形態 所在地/連絡先

⑦

⑱
あいりぃず

児童発達支援
放課後等デイサービス
（対象：医療的ケアを
伴う重症心身障害児
又は重症心身障害児）

月～金
【開所時間】 9:30～17:30
【サービス提供時間】
児童発達支援
10:00～15:00
放課後等デイサービス
放課後～17:00
学校休業日
10:00～16:00
※土曜、日曜、祝日その他
区が定める日・年末年始
（１２/２９～１/３）を除く

〇

世帯の所得状
況等に応じた
一部自己負担
（別途食費等
の実費負担あ

り）

要
目黒区の
委託事業

 八雲１－１－８
 心身障害者センター内
 ＴＥＬ０３－６４２１－１１３１
 ＦＡＸ０３－３７２３－６８５５

活動内容一部 送迎 費用 受給者証 運営形態 所在地/連絡先

 相談窓口

発達障害に関わる
相談・地域支援

× 無料
都からの
委託

 世田谷区船橋 1-30-9
 TEL 03-3426-2318
 FAX 03-3706-7242

活動内容一部 送迎 費用 受給者証 運営形態 所在地/連絡先

 福祉型児童発達支援センター

児童発達支援センター　　　　
　(幼児通園）

○
児童福祉法等

による
一部自己負担

要
社会福祉
法人

 世田谷区三宿2-30-9
 TEL  03-3413-6781
　　　　　　　　　(-6782, -6783)

 医療型児童発達支援センター

医療型児童発達支援セン
ター
保育所等訪問支援事業

○

世帯の所得状
況等に応じた
一部自己負担
（別途食費等
の実費負担あ

り）

要 東京都
 大田区東雪谷4-5-10
 TEL 03-3727-0521
 FAX 03-3726-7816

◎その他の放課後等デイサービス事業所や新しい情報は「福ナビ」（「とうきょう福祉ナビゲーション」の略　http://www.fukunavi.or.jp）をご覧ください。

目黒区内の事業所等早見表

事業所名 所在地/連絡先

アトリエ　そうだん

無料
初回相談等
問い合わせ
には不要

 碑文谷1-11-15
 TEL 03-6452-2946

相談支援ガブリエル
 上目黒2-13-5 中田ビル3-B
 TEL 080-7381-0369

相談支援事業所ふれんず

 五本木3-32-8　小佐井ビル104
 TEL03-6412-8372

目黒区児童発達支援センター
相談支援ひまわり

 中央町2-23-24
 TEL 03-3792-6691

 中目黒5-28-21 SV祐天寺ビル3階
 TEL 070-5595-6214

事業所名

重症心身障害児療育相談センター
あけぼの学園

東京都立北療育医療センター
城南分園

目黒区発達障害支援拠点  ぽると
 東山2－24－30　 東山住区センター内
 TEL 03-6412-7151

 目黒区重症心身障害児通所支援事業所

目黒区外の事業

事業所名

医療的ケアのある児童をサポートする事業一覧（区外）

東京都障害者支援センター(TOSCA)

： 就学前のお子さんを対象とした活動も行っている事業幼

幼

幼 ： 就学前のお子さんを対象とした活動も行っている事業所

幼

幼

幼

幼

幼

幼

幼



番号 活動内容一部 送迎 費用 受給者証

　児童発達支援　　※未就学児対象　　　（中心となる活動　✄：余暇　✎：学習　 🙌：運動）

⑦ ✎ あいりぃず
医療的ケアを伴う重症心身障害児又は
重症心身障害児対象の個別療育と小
集団療育

〇

⑧ ✄ ガブリエル 肢体不自由児又は重症心身障害児対
象の児童発達支援サービス ×

⑨ ✎ 桐塾
　（学芸大学駅前教室）

学習・運動（個別） ×

⑩ ✎ 桐塾
　（学芸大学駅前第二教室）

学習・運動（個別） ×

⑪ ✎ 桐塾
　（都立大学駅前教室）

学習・運動（個別） ×

⑫ ✎ 桐塾
　（祐天寺教室）

学習・運動（個別） ×

⑬ ✎ ことばの森 言語・聴覚指導 ×

⑭ 🙌 スタジオそら祐天寺
（旧スタジオそら学芸大学）

運動 ×

⑮ ✎ ミリミリ目黒
集団療育
個別療育

〇

⑯ ✎ 目黒区児童発達支援センター
すくすくのびのび園

集団療育
個別療育

〇

⑰ ✎ LITALICOジュニア
　(中目黒教室)

学習・SST ×

  放課後等デイサービス　　※小学生以上対象　　　（中心となる活動　　　✄：余暇　✎：学習　 🙌：運動）

⑱ あいりぃず
医療的ケアを伴う重症心身障害児又は
重症心身障害児対象の放課後デイ
サービス

○

⑲ アトリエほんちょう
SLP
（社会生活実践）

○

⑳
アフタースクール
クローバーキッズ学芸大学

運動、学習、コミュニケーショ
ン・集団総合サポート

○

㉑ いろのわ
運動、学習、工作、調理、行
事、外出

○

㉒ エルピゾ
SST、楽器演奏、絵画、英会
話、体幹フィットネス等

×

㉓ ガブリエル 肢体不自由児又は重症心身障害児対
象の放課後等デイサービス

㉔
桐塾
　（学芸大学駅前第二教室）

学習・運動（個別） ×

㉕
桐塾
　（祐天寺教室）

学習・運動（個別） ×

㉖ ことばの森 言語・聴覚指導 ×

㉗ ✄ さくら
感覚統合、運動、社会見学、
制作、買物、調理

○

㉘ スタジオそら祐天寺
（旧スタジオそら学芸大学）

運動 ×

㉙ ハミングツリー
運動（全体、個別）・学習・野外
活動

○

㉚ ハンズアップ
運動、SST、レクリエーション
活動

○

㉛ びりぃぶ 放課後等デイサービス ×

㉜ めぐろアフタースクール 放課後等デイサービス ○

 中央町2-32-5　スマイルプラザ中央町3階
 TEL　03-5721-6198

 八雲一丁目1番8号　心身障害者センター内
 TEL  03-6421-1131

🙌

 東京都目黒区目黒本町4-1-6
 PASEO武蔵小山101  TEL: 03-6303-2317

✎  祐天寺2-3-11第6エスペランス3F
 TEL　03-6452-4178

 鷹番2-15-18　パル学芸大学202
 TEL　03-6412-7273

✄

✄

 東京都目黒区洗足２丁目２５−１７
 ＳＳＫ洗足 2階 ビル  TEL　03-6426-4762

 上目黒5-30-7　サンライズ浅見T1
 TEL　03-6712-2455

 下目黒3-4-4　グランメゾン清和2階
 TEL　03-6303-4756

児童福祉法による一
部自己負担

(おやつ代等、別途
費用が発生する場

合があります）

 碑文谷1-11-15
 TEL  03-6452-2946

 目黒区中町1丁目25−22  竹の子坊2F
 TEL  03-6712-2340

 目黒区自由が丘２-７-４  2階
 TEL　03-5726-8272

要

 祐天寺2-3-11第6エスペランス3F
 TEL　03-6452-4178

 目黒区祐天寺２丁目４−１３ 祐天寺ビル2階
 入会や内容に関すること　0120-389-317
 03-5724-3809（スタジオ直通）

 中目黒5-27-12　ライフイン祐天寺101
 TEL　03-6712-2533

 目黒区中町1-6-5　目黒Kハイツ１階
 TEL  03-6451-2455

 中央町2-23-24　ひまわりプラザ内
 TEL　03-3714-1617

 目黒区祐天寺２丁目４−１３ 祐天寺ビル2階
 入会や内容に関すること　0120-389-317
 03-5724-3809（スタジオ直通）

 下目黒3-16-9
 TEL　03-6303-2820

目黒区内の事業所等早見表

事業所名 所在地/連絡先

 平町1－27－4　カムラビル2F
 TEL　03-6459-5996

 碑文谷1-11-15　碑Studio１Ｆ
 TEL　 03-5720-8088

 鷹番2-15-16　川口ビル2F
 TEL　03-5734-1537

児童福祉法による
一部自己負担

(おやつ代等、別途
費用が発生する場

合があります）

 上目黒1-3-7　VORT代官山ビル1F
 TEL 03-5794-3727
 問い合わせセンター（0120-97-4763）

要

 八雲一丁目1番8号　心身障害者センター内
 TEL  03-6421-1131

 目黒区中町1-6-5　目黒Kハイツ１階
 TEL  03-6451-2455

 鷹番2-15-18　パル学芸大学202
 TEL　03-6412-7273

 目黒区自由が丘２-７-４  2階
 TEL　03-5726-8272



番号 活動内容一部 送迎 費用 受給者証

 　学びのサポート

㉝ 学習塾（個別・小集団）

㉞
学習サポート・カウンセリング・
SST（全て有国家資格者による
個別対応）・学校連携

㉟
個別学習指導（小･中学校・高
校の、英語・数学・国語・理科・
社会科・総合）

㊱
学習サポート・SST・英
語・プログラミング

㊲ 学習・SST

　　地域の居場所

㊳
子ども食堂、
遊び場イベント

無料
（大人は別途）

㊴ 子ども食堂 お問い合わせ

㊵ 談話会
学習会

お問い合わせ

㊶ 子ども食堂
無料

 （大人は別途）

㊷ 地域活動支援センターふれんず
乳幼児クラス
放課後活動

年間登録料5千円　
活動費無料

㊸ ちゃいるどべーす目黒本町 こども食堂、
遊び場イベント

子ども無料
大人300円

㊹ とりつだい処（なかよし食堂）
こども食堂
多世代交流

こども無料
（高校生まで）

大人500円

㊺ めだかの学校 自習場所・交流・
学習支援

無料

㊻ 子ども食堂 中学生以下100円

    目黒区による事業

安全な遊び場 無料

安全な遊び場 無料

遊びや体験活動を通し
ての仲間づくり

無料

異年齢集団活動
基本的生活習慣づくり
自立支援

月額8,000円
（おやつ代を含む）※
烏森第二・平町・そら
のした学童の延長利

用料月額1,000円

目黒区学童保育クラブ

FREPPY　Pre＆Afterschool
フレッピー

 中根2−4−17GS ハイム１０１
 TEL　03-6883-2919

LITALICOジュニア　(中目黒教室)
 上目黒1-3-7　VORT代官山ビル1F
 TEL 03-5794-0681

 目黒本町社会教育館
  E-mail　medaka_no_gakkou1@yahoo.co.jp

ゆとり会議室
 東京都目黒区鷹番3-12-3 真田ビル1階
 TEL 080-6121-8427

 区立小・中学校
 TEL 03-5722-9690
 (スポーツ振興課管理係)

 区立小学校校庭 
 TEL 03-5722－9279
 （生涯学習課地域教育支援係)

 区内に31の学童保育クラブ 
 TEL 03-5722-9861
 (子育て支援課児童館係)

 TEL 03-5722-9861
 (子育て支援課児童館係)

目黒区内の事業所等早見表

事業所名 所在地/連絡先

学習サポート教室　すてっぷ
東京中目黒校

 上目黒3-44-24-304
 TEL　03-6325-2942

自費toBe塾 × 不要
 目黒区鷹番2-8-18 カーザビアンカ101
 (問い合わせはホームページから)

こどもとかぞくのサポートルーム　KNOT
目黒区緑が丘（住所非公開。問い合わせ
はメールから）　front@knot-support.com

目黒区児童館

NPO法人こどもば（子ども食堂）
 ①③上目黒住区センター２階
 ②聖パウロ教会１階
 TEL 　090-4169-2359

ランドセルひろば

「おてらでごはん」祐天寺

 大岡山東住区センター
 TEL 03-3712-8056（佐藤）
 090-8582-7651（かじろ）

× 不要

 中目黒5-28-21 SV祐天寺ビル3階
 TEL 03-3793-1871

 目黒本町社会教育館
 TEL 03-5726-9109

すずめ食堂（子ども食堂）

家族会きざはし　談話会・相談会
 あいアイ館会議室、上目黒住区センター
等
 TEL  070−4098−6299

 中目黒５丁目２４−５３祐天寺内
 03-3712-9960（祐天寺教化課）

 八雲住区センター
 TEL　03-5731-9210

学校ひろば

幼 ： 就学前のお子さんを対象とした活動も行っている事業所

幼

幼


