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保育所，幼稚園 

学校，特別支援学校 

などの場での指導 

児童発達支援センター 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総社はばたき園 
 

 発達に即した通所支援計画を立て，個別療育や集団療育をしながら基本的な生活習慣の自立を援助するとともに，発達障が

いにも対応した療育を行います。 

【１日の流れ】（通園バスを利用する場合） 
 

 

【定員・クラス】３０名，４クラス 

【療育日・時間】月曜日～金曜日（祝日，年末年始，夏季休業日等を除く） 

        午前９時３０分～午後３時３０分 

問い合わせ  総社はばたき園 TEL92－2384 小寺３６５ 
 

かしゅかしゅ 
 

 個別・集団療育をしながら基本的な生活習慣の自立を支援するとともに，コミュニケーション能力を伸ばし，集団への適応

能力を高めます。 

【 利 用 日 時 】月曜日～金曜日（祝日，年末年始，夏季休業日等を除く） 

午前９時～午前１２時 午後１時３０分～午後４時３０分 
 

問い合わせ  かしゅかしゅ TEL090－1684－9542 総社はばたき園内 
 

 

 

療育相談支援事業 
 

 相談名 相談日 相談員 相談内容 利用料 

療
育
相
談 

総合検診 
年３回 

（要予約） 

旭川荘医療等専門スタッフ 

総社市保健師 

総社はばたき園職員 

心身の発達について，専門家が 

相談に応じます。 
無料 

【 対 象 】幼児期～就学前の子ども（要予約） 

問い合わせ  こども課母子保健係 TEL92－8261   

 

保育所等訪問支援 
 

 児童が集団生活を送っている施設を児童発達支援センタ－の職員が訪問し，集団生活への適応のための専門的な支援を行い

ます。 

 ・児童への支援（集団生活適応のための支援） 

 ・集団生活を送る施設のスタッフに対する支援 

【 対 象 】保育所，幼稚園，学校等で集団生活に入りにくいなどの心配や不安のある児童 

問い合わせ  総社はばたき園 TEL92－2384  

 

 

 

８:３０  

９:３０  

１０:１０ 

１１:３０ 

１２:４０ 

１３:１５ 

１５:００ 

１５:３０ 

登園バス発（車内指導） 

登園（健康観察・荷物整理・着脱・排泄） 

朝の会・歌・手遊び・体操・クラス療育など 

食事指導・歯みがき・片付け・昼寝など 

言語療育・リトミック 

おやつ・室内遊び・戸外遊び 

降園準備・帰りの会 

降園バス発（車内指導） 

 

 就学前の子どもで友達と一緒に遊べない，言葉がうまく話せない，食事やトイレの習慣がなかなか身につかない，パニ

ックになりやすいなど，子どもの成長や発達に心配や不安をお持ちの方はお気軽にご相談ください。 

 

 

 

総社はばたき園 

 

総合検診 

 

総社はばたき園 

相談支援事業所 らぽ－る   

相談支援，障がい児支援利用計画作成 

 

 

療育相談事業 
児童発達支援 保育所等訪問支援 



 

 

 

発達支援のサ－ビスを知りたい 

12 

 

特定・障害児相談支援事業所 らぽーる  
 

 子どもの発達相談やサービス利用の相談を行ったり，サービス利用計画を立てたりします。 

 子どもの発達に関する相談支援専門員が子どもの様子を保護者から聞き取り，子どもに必要な療育の種類や内容など，適切

な療育が得られるよう支援します。 

【 相 談 日 】月曜日～金曜日（祝日，年末年始，夏季休業日等を除く） 

【 受 付 時 間 】午前８時３０分～午後５時１５分 

問い合わせ  特定・障害児相談支援事業所 らぽ－る TEL92－2384 （総社はばたき園内） 

 

児童発達支援・放課後等デイサービス 
 

児童発達支援等のサービスを利用するには 
 

 児童発達支援，放課後等デイサービス，保育所等訪問支援のサービスを利用するには，受給者証を取得する手続きが必要とな

ります。 

 ●手続きの流れ 

 ①教育委員会こども夢づくり課でサービスの利用申請。（意見書，診断書または療育手帳をご持参ください） 

※総社市に住民票が無い期間があった場合は、申請者世帯員等の課税証明書が必要となることがあります。 

 ②相談支援事業所と契約し，障害児支援利用計画案を作成。 

 ③②で作成した計画案等をこども夢づくり課に提出。 

 ➃サービスを実施する施設と契約し，サービスの利用開始。 

問い合わせ  こども夢づくり課 TEL92－8265  

 

事業所名 電話番号 所在地 

支援種類 
利用日時 

（年末年始やお盆等で休業することがあります。詳し

くは各事務所へお尋ねください） 

児童発達

支援 

放課後等 

デイサ－ビス 

保育所等

訪問支援 

サポートセンター 

はるかぜ 
９６－２９９２ 久代４５９８－１ ● 

(火)のみ

●  
月・水・木・曜日    午前９時 30分～午後３時 30分 

火・金曜日        午前９時 30分～午後５時 30分 

コロンコロン ９５－２７２４ 駅前二丁目１５－１８ ● ● 
(休止中) 

● 
月曜日～金曜日(祝日を除く)       午前８時～午後５時 

児童発達支援事業所 

てぃんくる 

９５－２１５４ 中央六丁目８－１０６ ● ● ● 
月曜日～金曜日(祝日を除く)   

午前９時 30分～午後４時 30分 

サポートセンター  

かがやき 

９４－３５００ 小寺９５８ ● ● ● 
月曜日～金曜日      

午前９時～午後６時 

発達支援事業 ハロウ ９２－００８６ 井手３６６－４ ● ● ● 
月曜日～土曜日（土曜日は不定期，祝日を除く） 

午前９時～午後 4時 30分 

ソーシャルスキルサポート 

ふぁみりえ 
９４－５６０６ 中央四丁目２２－１０６  ●  

月曜日～金曜日(祝日を除く)  午後１時～午後 5時 30分 

学校休業日・土曜日(祝日を除く)  午前９時～午後５時 

(時間応相談) 

東総社放課後等デイサ－ビス 

にこにこ 
３１－５３６６ 福井２０８１  ●  

月曜日～金曜日(祝日を除く)     午後２時～午後６時 

土曜日・祝日・長期休暇期間     午前１０時～午後４時 

児童発達支援事業所 

たんぽぽ 
３１－８９８１ 駅南一丁目２６－３ ● ●  

月曜日～金曜日(祝日を除く)  午後０時30分～午後６時30分 

土曜日もしくは祝日（臨時営業日月２回）  午前９時～午後３時 

長期休暇期間(祝日を除く)     午前９時～午後３時 30分 

夢門塾 ゆうゆう総社 ３１－６６１６ 中央六丁目９－１０１  ●  
月曜日～金曜日(祝日を除く)   午後３時～午後６時 

土曜日・祝日・長期休暇期間 午前１０時～午後４時 

こぱんはうす さくら 

総社東教室 
３１－８８４７ 井手５７８－１ ● ●  

月曜日～金曜日(祝日を除く)   午前１０時～午後５時 

土曜日・日曜日・祝日・長期休暇期間 午前１０時～午後４時 

かしゅかしゅ 
０９０－１６８４

－９５４２ 
小寺３６５ ●   

月曜日～金曜日(祝日を除く) 

午前９時～午後４時 30分 

学習支援レインボー 

総社中央教室 
３１－８２１１ 総社二丁目１－３０ ● ●  

月曜日～金曜日(祝日を除く)，土曜日(月２回,祝日を除く)    

午後１時 10分～午後７時 10分 

コロンコロン２ ３１－８３７８ 中央二丁目２２－１５ １０１号   ●  
月・水・木・金曜日(祝日を除く) 午前１０時～午後６時 

土曜日(祝日を除く)      午後 9時 30分～午後 3時 30分 
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総社市障がい者基幹相談支援センター 
障がいに関するワンストップの相談窓口 

 

 社会福祉士，発達障がい支援コーディネーターが，発達障がい児またはその疑いのある児童の保護者，障がいのある方やそ

の支援者の相談に応じます。 

【 相 談 日 】月曜日～金曜日（祝日，年末年始を除く） 

【 受 付 時 間 】午前８時３０分～午後５時１５分 

 ●相談支援 

 ①福祉サ－ビスの利用援助 ②専門機関の紹介 

 ③権利擁護のために必要な援助 ④総社市地域自立支援協議会の運営 

 ●発達障がい支援 

 ①発達障がいに関する専門的な相談，福祉サ－ビスの情報提供，アドバイス 

 ②関係機関との連絡調整 ③発達障がいについて理解を深めていくための活動 
 

問い合わせ  総社市障がい者基幹相談支援センター TEL92－8578  

        （総社市社会福祉協議会 総合福祉センター内） 

 

 

指定相談支援事業所 
 

指定相談支援事業所とは 
 

 障がいのある方が地域で生活するうえで困ったことやわからないことに対して，相談支援専門員が，適切なサ－ビスの紹介，

情報提供や助言のほか，必要に応じて障がい児支援利用計画書を作成いたします。 

事業所名 電話番号 所在地 相談日 受付時間 

総社市社会福祉協議会 

相談支援センター 
９２－８５５９ 中央一丁目１－３ 

月曜日～金曜日 

（祝日・年末年始を除く） 

午前８時３０分～ 

午後５時１５分 

相談支援事業所「あみ－たⅡ」 ９０－０９０７ 下林１２８７－１ 
月曜日～金曜日 

（祝日・年末年始・夏季休業日等を除く） 

午前８時３０分～ 

午後５時３０分 

相談支援事業 M.p ９２－００８６ 井手３６６－４ 
月曜日～金曜日 

（祝日・年末年始・夏季休業日等を除く） 

午前９時～ 

午後４時３０分 

特定・障害児相談支援事業所 

らぽ－る 
９２－２３８４ 小寺３６５ 

月曜日～金曜日 

（祝日・年末年始・夏季休業日等を除く） 

午前８時３０分～ 

午後５時１５分 

愛の実相談支援センター ３７－５５７９ 黒尾６３２ 
月曜日～金曜日 

（祝日・年末年始・夏季休業日等を除く） 

午前９時～ 

午後５時 

相談支援事業所 そうじゃ晴々 ９４－４３３３ 南溝手４２１－１ 
月曜日～金曜日 

（祝日・年末年始・夏季休業日等を除く） 

午前８時～ 

午後５時 

相談支援事業所プラン 

※令和 4年４月現在休止中 
３１－７１７７ 駅南一丁目２１－２０ 

月曜日～金曜日 

（祝日・年末年始・夏季休業日等を除く） 

午前１０時～ 

午後５時 
 

 

特別支援教育 
 

総社市特別支援教育推進センター（きらり） 
 

 子育てや子どもの発達等に不安を抱える保護者の相談に応じます（総社小学校内）。 

問い合わせ  きらり TEL94－0678 

 

そうじゃ式早期一貫サポートシステム 
 

 幼稚園・保育所（園）・認定こども園に通う４歳児の保護者を対象に，子どもの生活状況調査を実施し，子どもが楽しく園（所）

での生活を送ることができるよう支援します。また，支援内容をもとに小学校入学後も学校生活にスムーズになじめるよう，

保幼小の連携や地域で支える仕組みづくりを進めます。 

問い合わせ  こども課母子保健係 TEL92－8261 

 

言語障がい通級指導教室 
 

 ことばの発達に遅れのある小学校児童を対象に，ことばの発達を促す指導を行います。 

【 実 施 場 所 】総社小学校，総社西小学校 

問い合わせ  学校教育課 TEL92－8358 
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情緒障がい通級指導教室 
 

 学校生活のいろいろな場面で適応できにくい子どもを対象に能力や特性に応じた指導を行い，生き生きとした楽しい学校生

活を送ることができるようにします。 

【 実 施 場 所 】総社小学校 等 

問い合わせ  学校教育課 TEL92－8358 

 

幼児通級指導教室（きらりキッズ） 
 

 ことばの発達に遅れのある未就学児や園生活等集団生活になじみにくい子どもを対象に，ことばの発達を促す指導や集団生

活に必要なスキルを身に付けるような指導を行います。 

【 実 施 場 所 】総社小学校 

問い合わせ  きらり TEL94－0678 

 

障がいのある子どもへの支援 
 

手帳の交付 
 

●身体障害者手帳 

身体に障がいのある方の日常生活の自立を支援する制度の利用に必要な場合があります。身体に一定以上の永続する障がい

がある方が手帳の交付を受けることができます。申請には指定医による診断書が必要です。 

●療育手帳 

 知的障がいのある方の日常生活を支援する制度の利用に必要な場合があります。申請には児童相談所の判定が必要です。 

●精神障害者保健福祉手帳 

精神に障がいのある方の自立や社会参加を支援する制度の利用に必要な場合があります。申請には診断書等が必要です。有

効期間は２年で，その後更新手続きが必要です。 
 

問い合わせ  福祉課障がい福祉係 TEL92－8269 
 

障がいのある子どもの生活支援 
 

 身体の障がい，知的障がい，精神障がいのある方（児童）が必要とするサ－ビスを提供します。サービスの利用には費用を負

担していただく場合もあります。詳しくはお問い合わせください。 

●障がい福祉サ－ビス 

居宅介護（ホームヘルプ），重度訪問介護，短期入所（ショートステイ）などのサ－ビスがあります。サービスの利用には「障

害福祉サ－ビス受給者証」が必要です。 

●日中一時支援事業 

在宅の障がいのある方（児童）を対象に，家族の就労支援や一時的な休息のため，施設などで一時的な預かりを行っていま

す。利用には事前の申請が必要です。 
 

問い合わせ  福祉課障がい福祉係 TEL92－8269 
 

日常生活用具の助成 
 

●補装具費の支給 

身体障害者手帳をお持ちの方（児童）に，日常生活をしやすくするために必要な用具の購入又は修理にかかる費用を支給し

ます。 

【 対 象 品 目 】義肢，装具，車いす，保持具，安全つえ，眼鏡，補聴器など 

●日常生活用具の給与・貸与 

 在宅の障がいのある方（児童）が日常生活をより円滑に行えるよう，必要に応じて日常生活用具を給付又は貸与しています。 

【 対 象 品 目 】特殊寝台，特殊尿器，体位変換器，移動用リフト，入浴補助用具など 
 

問い合わせ  福祉課障がい福祉係 TEL92－8269 


