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　こども発達センターは、心身の発達に心配がある

こどもと家族を支援します。こと「まが運い、友だち

とうまく遊べない、歩き始めるのが遅い…など、お

子さんのことで何か気になることがありましたら、

ご相談ください。

〔事業内容〕　　　　　　，　　　　　　　　　　、

・ 相談（一般相談・医療相談・奪門相談）

・ 通罵グループ指導（親子グループ・幼児グルーフり

・ 個別指導（言語心理指導・理学療法・作業療法等）

・ 巡回指導’

・ 研修・講演会

〔対　　象〕

・ 杉並区にお住まいの方。

・ 通園グループ指導は、就学前のお子さんを対象に

しています。

〔相　　談〕

・一般相談

　お子さんの発達に関すること全般についての相談

でず。お話をうかがいながら、より良い方法をご一

緒に考え、専門相談や指導への橋渡しを行います。

・ 医療相談

　児璽精神科、小児神経科、整形外科、歯科（摂食）

の医師が定期的に相談に応じ、医学的な指導や助言

を行いまず。

・ 奪門相談

　心理、言語聴覚士、建学療法士、作業療法士、看

護師、栄養士及び福祉の専門職員が相談に応じます。

〔通園グループ指導（たんぽぽ園）〕

　就学前のお子さんを対象に、発達段階に合わせた

指導を行っています。週1ヨ親子で通う「親子グルー

プ」と、週3日から5日の通園日のうち、こどもだ

けで通う日と親子で通う臼がある「幼児グループ」

があります。

　個別こ、法「こ定められた額等の費用負担がありま

ず。

・ 行　謬

　なっまつり、遠足、お祝い会、家族交流会

・ 専門講師による指導　　　　　・

　蟹食指導、水療育、音楽療法、造形療法

・ 給食の提供

・ 通冤バスの運行

〔個別指導〕

・ 言語心理指導

　ことばの発達が遅れているなどコミュニケーショ

ン「こ関する問題や、肩緒面「こ関わる問蓬に対して、

発達を促す指導をします。指導はこどもの自発性を

尊藁しながら遊びの中で行われます。．家族に対して

も、家庭での対応方法などを中心に助言をします。

・ 理学療法

　運動機能の状況（寝返りをする、座る、歩くなど）

を把握し、その発達を促します。また、軍いすなど

の補装具の使用や、いす、机などの生活用異を工夫

することで、基本的な姿勢や動作を日常生活の中で

行えるよう「ご支援します。

・ 作業療法

　遊びを中心としたいろいろな活動を通して、手の

機能や認知面などの発達を促し、日常生活に必要な

力をつげるための支援を行います。食事動作や衣類

の着脱など、こどもや家族が生活を豊かiこおくれる

よう支援します』　　，

働

←吉祥尊
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彰並児童相談所 ρ．ら’ 　蟹騨：二 仁戸 ノ　　　　　コ　ト　　　　ロ

　　ごL穿、｝1

國住所　〒167－OO52南荻窪4－23－6
　乏｝　5370－600「　圃　　5370－6005

　18際未満の子どものあらゆる問題について相談

に応じ、必要な調査並び「こ心理・その他の診断を行

い、助言・指導し援助します。また、児童福祉施設

への入所、里親などへの委託、一時保護などを行っ

ていまず。

　　験
　　叢ヨ

畷，嵐詩“滋

、錆美教膏灘ンタ讐の琶篶灘鱒i発達講教育灘子育驚の媚談

　こどもの教育に関する各種相談活動を行っていま

す。

　済美教育センターでは、こどもの教育に関ずる悩

み「こついての相談を受「プ、専門的な立場からカウン

セリングや助言、支獲等をするため次の相談活動を

行っています。

〔来所教育相談（電話予約制）〕

　不登校、情緒、行動、学業等の悩み「こついての酉接

相談

國問い合わせ先　済美教育センター　容

・ 日時

月曜日から金曜日の午前9時から午後5時

容　　5378－096／

〔教育SAT　電話相談〕

いじめ、不登校あるいは教育上の悩み全般の相談

・ ヨ時

月濯ヨから金躍日の午前9時から午後5時

乞｝　3317－「190

3311－OO21　囲　　3311－0402

羅都藝i我山盲嵩磁教讃療談 アII・
　溺睾黙「．一「臨・欝顎

　　亭一．　　　　II七難ミ、「一㌣

　0歳から中学生までのお子さんの視覚や触覚に関わる教育相談を行っています。費用は無料でず。

隅問い合わせ先　都立久我山盲学校　容　3300－6235國　3300－7136　　幽

・罫蔀立犬塚ろδ学校杉並分教室・乳幼児教育相談；ひよζ組コ

無料で教育相談などを行っています。

　聴覚に璋害のある乳幼児（主1こ0歳から2歳まで）

困問い合わせ先　都立大塚ろう学校杉並分教室

とその保護者を対象に、継続的な教育相談を行って

います。

容　　3323－8376　蟹　　5376－2139

’特別藁援教育、，LIポ1饗り
1「 、緊．、・．．　一樋麟・叢葬瓠・．’嬢脚1「

’コ． ：　　　　螺　　。’L－1警　際一一．静．ゴ蕗

　就学相談や、特別支援学級および特別支援学校を

開設し、障審等のある児童・生徒を支援しています。

〔就学相談〕

　障害のあるお子さんやその心配のあるお子さんの

就学についての相談をお受けしています。

　お子さん「こあった教育の場1：こついて一緒「こ考えま

す。

〔特別支援学級〕

　知的障害、言語障害、難聴、情緒障害等の児童ぺ

生徒（6歳から15歳）が対象で、区立小・中学校

iこ設けられていまず。
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特別支援学級

1　　区分　　　1　種別　　　　学校名　　　　　学級名町　ビ 癌　　　　住所　　　　　i　電話

旨　　　　　杉並第三小　　1しいのみ学級 高円寺南1司5－13 3314－1564
1 卜

若杉小　　　　こだま学級　　　天沼3－15－20 3392－6乙28
一r

　　I 馬橋小　　　　仲よし学級　　　高ヨ寺北4－28－5　　13330－3411

桃井第二小　　　ひまわり学級 荻窪5一　て　O－2　5　　　　　　　　3392－6728

桃井第三小 概 西荻北2－10－7 3399－3135

　1「
宙定1ドF『幽　〆・『」：，　」1・

一

四宮小 クローバー学級 上井草2－12－26 3390－3147

高井戸第二小 久我山学級・ 久我山4－49－1 3333イ728

新泉小 仲よし学級 和泉1－44－26 3322－4251

済美小 かしのみ学級 堀ノ内1－17－24 3313－2364

　罰馳

　　I

　　　P

　　酌9匿

　、・二」‘㌔「1』

小学校

1－

解

杉並第十小 ことばの教室 和田3－55－49 3313－1364

．

言語障害　．」一「 桃井第一小 ことばの教室 桃井2－6－1 3390－3178　’緩三；・

搬

高井戸小 けやき学級 高井戸5西2－2－1　　　　　　1 3333－7628

桃井第一小　　きこえの教室 弓≦井2－6－　］　　　　　　　　　　1　3390－3178

難聴
高井戸小　　　1けやき学級 高井戸西2－2－　1　　　　　　　　3333－7628　．

杉並第七コ小 すぎしち学級　　L阿佐谷零3－19－2　　　3392－5328
精緒璋害　　　， 旨冨士見丘小 ふじみ学級一一　上高井戸2－16－13　　3333－7028　　　　1．

3　　　　1 八成小 はちなり学級据‘ ：井草2－2　5－4　　　　　　　　1　3399－3138

阿佐ヶ谷中 G組　　　　．雛∫ 阿佐谷南1－1了一3 3314－2261
、ノ　　T　　　－P，

　知的障害
井草中 1組 上井草3－20－11 3390－3144

固定
菖前中 E組　　　　驚ち 宮前2－12－1 3333－8728

L一

　　τ　　℃

中学校

鋭
　r　　I　　1　簡　　1

7：

大宮中 G組 ㌦堀ノ内1一て6－38 3313－2’1611

7 、7層　　L．　　一 きβ懸灘聴一1 高井戸中 難聴学級 寓井戸東1－28－1 3302－1762
，　’噛、」　’
1

通級1
　鎧頴

㌔：5向　・．｝

・精緒障害　　一
中瀬中 中瀬学級 下井草4－3－29 3399－2196

東田中
ひがした学級，雛　　　　　　　噌

成田東3－19－17 3313－1461

特別支援学校（区立）

1　　　　学校名　　　　　1 学部 翻聡．・継議響．∫准所 1

h’

電言き　1

済美養護学校　　　　　　　　　　　1 小・中 知的障害　1堀ノ内「－19－25
1

3313－05δ1

特別支援学校（都立）

’』

轍名 学部 電話『

久我山盲学校 幼・小・中 視覚障害 世田谷区北烏山4－37ヨ 3300－6235

大塚ろう学校杉並分教室 幼・小 聴覚障害 杉藁区下高井戸2－22－10 3323－8376

光明養護学校 遣甲谷匿松原麗a2了 3323－8421

大泉養護学校
小・中・高 肢体不自由

練馬区大泉学圏9一訓 3921－1381

青鳥養護学校久我山分校 小・中 世田谷区北烏山4－37－1 3305－3101

中野養護学校　　　　　　i 宇野区南台3－46－20　　　　　　3384－7741

石神井養護学校
小・中・高 知的璋害 一

練馬区石神井台8－2085　　　i　3929－OO12

永福学園養護学校　　　　　　　　高 杉並区永福葉一7－28 3323－1380

久留米養護学校　　一　　1小・中・高1　病弱　　　東久留米市野火止2一伺1 042－471－05CI2

國問い合わせ先 教育委員会事務局学務謬特別支援教育担当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 3312－2111　囲　　5307－Q692
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都立大塚るう学校杉逓分教室
　　　　　　　　　　　　　　　　　山

　　　　　孚．四　　罫　　嗣」っ．　蹴　　塾ノ

　補聴器を使っての聴覚の活用や話し書葉、手話や

文字等の視覚言語など多様なコミュニケーションに

配慮した指導を行っています。

　小学生の各教科および総合的な学習の時間、道徳、

特別活動などのさまざまな学習を遜して学力の向上

を図っています。また、自ら学び、考える力や主体

的「ご判断し、問題を解決する力を育てています。

　さ5に「自立活動」の学習で個々に合った聴覚の

活尾、発音・発語、手話の習得などコミュニケーシヨ

ンの改善に努力していまず。

¶一　一轟
〔幼稚部〕

　3歳入学、3年保育を行っています。

幼稚部では、豊かな心やからだを育てるとともに、

様々な活動や体験を通して、十分な書葉が育っよう

配慮した保育を行っていまず。補聴器を便っての聴

覚の活用や発音・発語などの専門的指導を行ってい

ます。あわせて、手話や指文字を取り入れた堂導も

行っています。4・5オは、永福南保育園と交流保

育を行っています。

〔小学部〕

　小学部は小学生が在籍しています。

翻問い合わせ先　都立大塚ろう学校杉並分教室 8　　3323－8376　瓢　　5376－2139

絵認苛線育園．霧　蘇簸 　は　リヒ　　
あ　　　　　

難劃

　保育園では、5ヵ所の区立保育園を障讐児保育実

施園に指定し、心身に障害のある乳幼児の保育を実

施しています。また、障害の程度によっては指定園

以外（私立保育園含む）でも受げ入れています。

〔対　　象〕

　区内在住で保護者が就労等の理由で日中保賛がで

きない乳幼児（4月1日現在0歳から5歳児）

〔時　　間〕

区立保育蟹

　午前ア時30分から午後6時30分（朝タ保育含あ）

．，，。．，．、縁鍵　　レ　　＿盤襲鐘妙

私立保育園

　各保育園により異なりまず（午前7時から午後6

時30分のうち11時間開所）

〔費　』用〕

　0円から57，500円（前年の世帯の所得税額等1こ

より異なります。）

〔手続き〕

　入園申込書、家庭状況票に保育ができない状況を

確認できる書類（勤務証明書等）を添えて区役所保

育課入圏相談係へ。「郵送による申し込みはできまぜ

ん。入園申込書等は、区役所保育課入園相談係また

は、区内各保育園（私立國含あ）、杉並福祉事務所

各事務所で配布しています。

．．｝lII．．

　ト　

11旨

ll31．

帖i！li…

璽問い合わせ先　保育課　8　5307－0657晒　5307－0688

薩学童〃5ガ
　学璽クラブでは、心身に障害のある児童の保育を

実施していまず。

〔対　　象〕

　区内在住で保護番が就労等により昼間家庭が留守

となる小学1年生から4年生の児董、ただし、心身

に障害があるなどの理由で必要と認められる児童は

6年生まで。

〔時　　間〕

　月曜日から金鯉日下校時から午後6時（堕休み

等学校休業臼午前8時30分から午後6時）

認問い合わせ先　児童青少年課（ゆう杉並）

　　　　　　　　　　　　　　　　　〕幽1凶騰　．1

※必要な児璽は午後6詩30分までの利用時間延長

　も可

　土曜日　午前8時30分から午後5時
〔費　　用〕

　月額3ρOORヨ　（おやっイL℃戸∋客更1，800P∋B叫途自己負ま旦）

〔手続き〕

各学箆クラブに備えてある「入会申請書」によっ

て入会を希望する学童クラブに直接お申し込みくだ

さい。

f｝　3393－4760　國　　3393－4714
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区鉱幼羅薗 ，灘灘灘懇雛
　軽度の障害のある幼児を若干名受け入れます。　　　　入れています。毎年11月初旬に、次年度入園する

　区立幼稚園では、園内での行動が自立出来かつ集　　　幼児（4歳児）を要集しますが、定員に満たない場

団生活の出来る軽度の障害のある幼児を若平名受げ　　　合は随時、入園を受付けています。

圏問い合わせ先　教育委員会事務局学務課幼児教育担当　83312－2111國53σ7－0692

・奨学資金…鑛羅欝雛 麟鱒鰹灘懇鱗灘灘鎌・
　修学困難な方のために、奨学資金制度がありまず。　　　学する方で、経済的理由により修学困難な方に、修

　高等学校、高等専門学校、専修学校（高等課程）　　　学上必要な資金をお貸しします。

又は盲・ろう・養護学校の高等部に入学もしくは在

騒問い合わせ先　教育委員会事務局学務課就学奨励係　8　3312－2111圃　5307－0692

㎜・・　観　＝

搭身瞳響児地域碁獄繊鐡蒙繁lll灘霧簸難
　施設などを利用できない在宅の心身障害児に、日常生活における基本動作の指導や集団生活への適応訓練な

どを行っています。杉並区にはアつのグループがあります。

囲問い合わせ先　障害者施策課　容　3312－2111圃　3312－8＄08

ぎ彬な務会 織蕪講灘鱗螺㍑
　家庭で一人で過ごすことが困難な障薯児（者）が、

放課後や休日に親やボランティアと共に作業や体験

を通じて、地域の中で豊かな生活が出来るように育

てるグループです。

〔利用できる方〕

　小学生以上主に重度の知的障害児（者）

〔通所日・開所時間〕

　水躍日　13時40分から1ア時40分：下校時刻に

合わせた参加時間の調整ができます。

　　13時から17時
〔作業内容〕

土曜Ei

アルミ缶回収、潰し、運びの作業（雨天の場合に

は室内でボールペンの組み立てなど）

〔行　　事〕

宿泊旅行、日帰り旅行、体験学習、卒業を祝う会

〔通所方法〕

保護者が責任を持って行う。

〔活動場所〕1

済美養謹学校内

〔住　　所〕

〒168－OO81堀ノ内1丁目19番25号．
〔連絡先〕．

活動中の連絡　090－7231－3807

上記以外は

・ 住所：〒167－OO31本天沼3丁目22番6号
・ a：3396－4884

　　　大窟八幡
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唖住所　〒167－0042西荻北3－33－6
　容　　3399－0510　囲　　5310－4886

・ 対象年齢：学齢児

　社会参加するための基麗尤を養う指導を行います。

　放課後の時閤を活月し、自笥症などの心身の発達

に障害をもつ子どもたちが、将来、地域社会の一員

と二して自立し、社会参加するための基礎力を養う指

導を行うグループです。

〔利用できる方〕

　コロロEτセンター［こ通う学齢児

〔通所日〕

　火躍ヨから土曜Eヨ

〔訓練内容〕

　書葉と数の学習、ハーブの栽培と製品作りなどを

・　　　　　．・’㌦『、ト　　ー

通し、コミュニケーション・作業能力の向上を臨i

す指導を行っています。その他、月一◎の集団音菱

療法、ハイキング、キャンプなどの行事があります

蓉難鎧
洋服厘躍パチンコ

　oL諺○
粥“鯉睡．搬’．“

・ ．灘し
“衝祥寺

西荻窪

　　　　膨

際諺森汐攣偉害児遜購ゆっだり遡畿齢ク5鋤、
一「‘凹

瓜

l／

ギ

／／

I

I［

1I／

II．

…，．

霧11：1

駆住所　〒166－OO12杉並区和田2－31－21
　宕　　5932－9138　（藤原）．

　障奮のある中学？高校生の放課後の集団活動を行っ

ています。

　就業その他の事情により時間に制約のある親こ代

わり、障雪のある中学・高校生の放課後の集団活動

を行っています。「豊かな放課後」を合言葉に、積

極釣「こ地域活動に参麓し、子供たちの世界を広げ、

社会的ルールを身につけることを目標にしています。

〔利用できる方〕

　心身に障害のある中・高校生

〔利用定員〕

　25名

〔通所日〕

　月擢Bから土曜臼

〔指導内容〕

　調理、おやつ作り、買い物、音楽療法、和太鼓、

～

“

手話ダンス、陶芸、手工芸、園芸、プール、地域、

他団体のイベント参加、あはなしの会

〔活動場所〕

　和日障害者交流館（住所：和霞2丁目31器21号

圓問い合わせ先　フォスター　8・翻　5932－9138（藤原）

0舜　囲

宅灘．°。
　　　　　　繍院

　「楽しい放課後」を巨指して

　障害のある小学生を中心とした放課後活動グルー

プです。学童クラブの対象でない障害児を中心とし

て「楽しい放課後」を目指す活動をしていまず。

〔利用できる方〕

　心身こ障誓のある小学生

i．嶽

灘
籟

1　3
蜥

11i

囎11…

lll剛．…

二ILI　I

〔通所日〕

　火曜日・水曜日・木曜日

〔活動内容〕

　外遊び、簡単な調理、絵画、工作、音楽など

〔活動場所〕

　三這［こ和Eヨ障害者交ヲ充館（住所：和Eヨ2：「巨ヨ31番2

号）

慈問い合わせ先　popke（ぽぷけ）容　090－2654－4143
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　「楽しく明るい未来を描きつつ生活ずること」を

念頭｛ご活動しています。

　「障害児」の放譲後と学椥木臼を豊か「こずること、

家庭支擾（親の就労保障）、地域の人々「こ「障害児」

の理解を広げていくことを目的とし、同年代の子ど

もと同じように礫しく明るい未来を描きっっ生活

すること」を念頭に置きながら、活動しています。

〔利用できる方〕

　主1こ心身に障讐のある学齢児

〔通所日〕、

　月曜日から土曜日

圏問い合わせ先　ネコのトランク　住所

トラのながぐつ　住所

コブタの家 住所

ヤギのサンダル　住所1

〔活動内容〕

　放課後や休日にスタッフや友達と遊ぶという楽し

い経験を通して、コミュニケーシヨンの手立てを学

ぶことを第一に考えています。平日は公園や児童館

i乙遊びiこ行ったり、子どもたちの興味iこ含わせてス

タッフもいっしょに遊びまず。休日は近場から遠い

ところまで、外出もします。豆の旅行、流しそうめ

ん大会、クリスマス会、：〕ンサートなど季節に応じ

た行事も行っています。

〒166－0015成田東4丁目1番26号松岡ビル2階
　　　　　容　　03」3313－5760　　匠醗　　03－3313－5760

〒166－0015成由東4丁目1番26号松岡ビル2階
　　　　　宕　　03－3313－5763　　匡図　　03－3313－5763

〒／67－OO33杉並区清水1丁iヨ24番7曇
　　　　　宕　　03－3396－0622　　盟　　03－3396－0622

〒166－OO52南荻窪2丁目12番8号
　　　　　容　　03－3247－0663　闘　　03－3247－0663

渤諮翼灘i遡i勲該該驚欝1鵜霧羅麟識緊難．繊驚鷺1懸
國住所　〒168二〇〇71高井戸西1－1716

　8　　090－2422－0972

　放課後を楽しく、地域でサポート　　心身に障奮

のある小学生が放課後を楽しく過ごせるよう手助［ナ

するととも「こ、保護者の方の子育てを地域でサポー

トすることを目的とした会です。

〔利用できる方〕

　心身に障害のある小学生

〔開所日〕

　水擢日・盆曜日

〔訓練内容〕

　外遊び、買い物、室内遊び、工作、読み聞かせな

ど。子供だち「ことってのんびりでき、自己表現がで

きる楽しい時問を過ごせるよう［こと考えています。

〔訓練場所〕

　主「こ高井戸会議室、こども発達センター、近隣の

腫靴
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1灘縢羅達融鍵雛驚識醗織灘繍灘鍵織翼．線欝
旨 　お子さんの成長をサポートします。　　　　　　　　　〔活動内容〕

　育児や発達上のさまざまなご心配を持つ保護者、　　　　個別課題、グループ課題、自由遊びを通して小学

お子さんのための相談室でず。年齢や通所目的によっ　　　校入学の準備、’フオ〔コーアップ（マンツーマン担当

て4つのグループがありますが、いずれも担当者と　　　制、各グループ定員4名か55名）

の関わりの中で基本的信頼感を育みつつ、一人一人

の成長をサポートしていきます。また、保護蓄の方　　　ステップこぐま

1 とはお子さんと並行してグループ面談を行い、一緒　　　〔対．象プ　　　　　　　　　　　，
1

により良い方向を考えていきます。　　　　　　　　　　小学校2年生から6年生までの児童
爵

4つのグループ　　　　　　　　　　　　　　　　　〔通所日〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

こぐまグループ　　　　　　　　　　　　　　　　　　止躍（午前または午後の2時間）

〔対　　象〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔活動内容〕

K

2歳から就学前までの幼児　　　　　　　　　　　　　個別課題、グループ課題を通して小学校生活への
1

〔通所日〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　適応擾助・（各グループ定員6名、担当者3名）
火曜・木躍（午前または午後の2時間）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

〔活動内容〕　　　　　　　　　　　　　　　　　フレンズこぐま

灘

麟

繍

麟1

魏

ll

　自由遊び、課題遊び（マンツーマン担当制、各グ

ループ定員5名）

課題グループ

〔対　　象〕

　就学前後2年間の幼児・児璽

〔通所日〕

　水曜・金曜・土曜（水睡i・金曜は午後2時間、土

曜は午前2箪間）

鵬問い合わせ先．社団法人家庭生活研究会

　　〔対　　象〕

　　小学校1年生か56年生までの児童

　　〔通所日〕

　　原貝U隔週ゴニ膿…（午後1目寺閤半）

　　〔活動内容〕

　　個別課題、クループ課題を通して経験の幅を広げ、

　’人と関わる楽しさを体感する（マンツーマン担轟制、

　　グループ定員4名）

容　　03－3314－0421　圃　　03－3312－8182

編鑓鯵購醸熊鵜勲図薫騨i 燃難ζ　職　1懸繍“耀1蹴
卸 鍬　　覧勲齢蟷陀。1臓へ㍊ll　鵬II番　猿雨

　ボランティア団体が運営して、おもちやの貸し出　　　ちやの貸し出レを行っています。（開館日が限られ

しを行っています。　　　　　　　　　　　　　　　ていますので、利用する時は杉並ボランティア・地

　障讐のあるお号さんをおもちゃで楽しく遊ばぜな　　　域福祉推進センターに確認してください）

がら、知能や機能の発達を助けることを願っておも

図問い合わせ先　杉並ボランティア・地域福祉推進センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唇｝　03－5347－3939　躍　　03－5347－2063
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